
ISO 50001 要求事項の適合に対応する文書（ドキュメント）

4.1

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

a)

EnMS 管理標準

b)

EnMS 管理標準 : 適用範囲と管理境界線

d)
EnMS 管理標準

EnMS 文書管理ガイドライン

エネルギー方針

EnMS エネルギー・レビュー報告書

EnMS 活動計画書

EnMS モニタリング活動ガイドライン

EnMS 監査計画書

EnMS トレーニング計画書

EnMS 継続的改善行動ガイドライン

EnMS コミュニケーション・ガイドライン

EnMS 調達ガイドライン

EnMS 法的その他の要求事項適合性現状報告書

一般要求事項

ISO 50001 要求事項

組織は、

この国際規格の要求事項に従ってエネルギーマ

ネジメント システム （EnMS） を確立し、 
文書化し、 実施し、維持し；

EnMSの適用範囲と境界を定め文書化してい
ること；

そして、

継続的なエネルギーパフォーマンス及びEnMSの
改善のためにこの規格の要求事項にどのように

適合するかを決定し、文書化しなければならな

い。
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4.2

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.2.1

a)
エネルギー方針

b)

EnMS 管理標準 ： 役割と責任

c)

EnMS 管理標準 ： 役割と責任

d)
EnMS 管理標準 ： 適用範囲と責任

e)
EnMS コミュニケーション・ガイドライン

f)
EnMS エネルギー・レビュー報告書　　　　および 活動計画書

g)
EnMS エネルギー・レビュー報告書 : EnPI の特定

h)
EnMS 管理標準および活動計画書

i)
EnMS 活動計画書

j)
議事録などマネジメントレビューに関する記録

ISO 50001 要求事項

経営層（トップマネジメント）
トップマネジメントは、次の事項を行うことにより、EnMSへのコミットメントと支援、及び継続的にその有効性を向上する事を示さなければ
ならない。

経営層（トップマネジメント）の責任

必ず定量化された結果が評価され、報告され

ること、

マネジメントレビューを主催・実施すること

エネルギーマネジメントの重要性を組織と共有

するためのコミュニケーションをとる

必ずエネルギーパフォーマンスの目的と目標が

確立されていること、

EｎPIｓが組織にとって適切であることを確実す
ること

適用可能ならば、長期計画において、エネルギ

ーについての考慮を含むこと、

エネルギー方針を確立し、実施し、維持するこ

と、
経営層を代表するエネルギー管理統括責任

者を任命し、エネルギー管理チームの設置を承

認すること、

エネルギーマネジメントシステムを確立し、実施

し、維持し、改善し、結果としてエネルギーパフ

ォーマンス改善するのに必要な資源を用意（提

供）すること、                                       
注釈：資源には、人的資源、専門能力、技術

および財務資源を含む

エネルギーマネジメントシステムによって記述され

る適用範囲と境界を特定（決定）すること、
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4.2

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）ISO 50001 要求事項

経営層（トップマネジメント）の責任

4.2.2

EnMS 管理標準：　EnMS 運用組織／役割と責任

a) EnMS 管理標準

EnMS 継続的改善行動ガイドライン

b) 

EnMS 管理標準：　EnMS 運用組織／役割と責任

c) 
EnMS 管理標準：　経営層（トップマネジメント）の責任

議事録などマネジメントレビューに関する記録

d) 
EnMS 活動計画書

e) EnMS 活動計画書

エネルギー方針

f) 
EnMS 管理標準：　EnMS 運用組織／役割と責任

ｇ) 
EnMS 管理標準：　運用管理

EnMS 活動計画書

h) 
EnMS 継続的改善行動ガイドライン

経営層を代表する管理責任者

組織の全員がエネルギー方針と目的を認識す

ることを促進する。

　エネルギーマネジメントシステムがの運用・管

理双方が効果的であることを確保するために必

要な方法と評価基準（と優先順位）を決定す

ること、

この国際規格に従ってエネルギーマネジメントシ

ステムが確立され、実施され、維持されかつ継

続的に改善されることを確実にすること；

エネルギーマネジメント活動促進を、経営層を

代表する管理責任者と一緒に勤め上げる人

物を、その人物の適切なレベルのマネジメントの

承認（と支援）のもとに特定すること；　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（その人物の特定）

トップマネジメントにエネルギーパフォーマンスにつ

いて報告すること；

トップマネジメントにエネルギーマネジメントシステ

ムのパフォーマンスを報告すること；                     

エネルギーマネジメント活動の計画には、組織

のエネルギー方針に沿っていることを確実にする

こと；

効果的なエネルギーマネジメントを促進するた

めに、責任と権限を明示し伝達すること、

トップマネジメントは、適切な技能と力量を備えた経営層を

代表する管理責任者を任命し、他の責任に関わりなく、次

の事項を行うための責任と権限を与えなければならない：
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4.3

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.3

a)
エネルギー方針

b)

c)

d)

e)

f)

g) EnMS 文書管理ガイドライン

EnMS コミュニケーション・ガイドライン

h) EnMS 管理標準： エネルギー方針

EnMS 管理標準： 経営層（トップマネジメント）役割と責任

エネルギー方針

ISO 50001 要求事項

エネルギー方針
エネルギー方針は、エネルギーパフォーマンスの改善を達成するための組織の成すべきことを明言しなければならない。                     
トップマネジメントはエネルギー方針が以下の事項になることを確実にしなければならない：

定期的にレビューされ、必要に応じて更新され

ていること。

エネルギー目的と目標を設定し、レビューするた

めの枠組みを用意し；

　エネルギーパフォーマンス改善設計およびエネ

ルギー効率に優れた製品やサービスの購入を

支援し；
組織内で文書化され、周知され、理解され、そ

して

組織のエネルギー使用と消費について適切な

性格と規模を示し；

エネルギーパフォーマンスの継続的向上への実

行すべき内容を含み；

目的と目標を達成するための情報入手や必要

な資源の確保についての公約を含み；

エネルギー使用、消費および効率に関して組

織が遵守すべき対象法令や関連要件への公

約を含み；
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4.4

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.4.1

EnMS 活動計画書

EnMS エネルギーレビュー報告書

4.4.2

EnMS 法的その他の要求事項適合性現状報告書

EnMS 管理標準

EnMS 監査ガイドライン

4.4.3

a)

⎯ 現在のエネルギー源の特定⎯ 現在と過去の使用エネルギーおよび消費の
評価⎯ 将来のエネルギー使用および消費の算定

b)

⎯ 

EnMS 適用範囲対象 設備リスト⎯ 著しいエネルギー消費に影響を及ぼすその
他の関連性のある変動要因の特定

EnMS エネルギーレビュー報告書:　　　省エネルギー機会項目（ECO） 

⎯ 特定された著しいエネルギー使用に関係す
る設備、装置、システム、及びプロセスの現

在のエネルギーパフォーマンスの決定

EnMS エネルギーレビュー報告書:　　　 EnPI 

c)

EnMS エネルギーレビュー報告書:         ECO 一覧

EnMS エネルギーレビュー報告書: 著しいエネルギー使用項目
エネルギーの使用及び消費に著しく影響を

与える、設備、装置、システム、プロセス及

び組織のために働いている要員の特定

エネルギーパフォーマンスを向上させる機会項

目を抽出、優先順位をつけ、記録する。これに

は妥当性の範囲で他のエネルギー資源、再生

可能エネルギーやその他代替エネルギー資源（

廃熱利用など）も含まれる。

エネルギーレビューの展開について

計測とその他関連データに基づき、エネルギー

使用の分析

エネルギー使用分析に基づいて、重要な使用

エネルギーおよびその消費の特定

EnMS エネルギーレビュー報告書

エネルギー活動計画

ISO 50001 要求事項

一般条項

エネルギー計画は、エネルギー使用及び消費に影

響を及ぼすかまたは広い意味で関係する組織の活

動のレビューを含む。                             
エネルギー計画は、エネルギー使用及び消費に影

響を及ぼす組織の活動のレビューに関わるか、また

は広い意味で組織のエネルギー使用と消費の関

連付けをする。

このデータと情報をまとめ、エネルギー計画のアウト

プットを展開するために、さまざまなツールや技術が

利用可能である。　                  
このデータと情報生かすために、さまざまなツールや

技術使ってエネルギー計画のアウトプットを導く。

法的及びその他の要求事項

エネルギーレビュー

組織は、そのエネルギーの使用、消費および効率

に関連して組織が認める適用法的要求事項やそ

の他の要求事項の特定
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4.4

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

エネルギー活動計画

ISO 50001 要求事項

4.4.4 ⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

4.4.5 ⎯ 

EnMS エネルギーレビュー報告書:   EnPI とベースライン

⎯ 

⎯ 

4.4.6
4.4.6 
(1) ⎯ 

⎯ 

⎯ 
エネルギー方針

EnMS 法的その他の要求事項適合性現状報告書

EnMS 管理標準

EnMS エネルギー方針： 著しいエネルギー使用項目⎯ 

EnMS エネルギーレビュー報告書:         ECO 一覧

エネルギーベースライン

EnMS エネルギーレビュー報告書:   EnPI とベースライン

EnMS モニタリング活動ガイドライン

エネルギーパフォーマンスインディケーター

EnMS モニタリング活動ガイドライン

エネルギー目的、エネルギー目標およびエネルギー管理行動計画

目的と目標を確立し、レビューする時には、組

織は、法的その他の要求事項、著しいエネルギ

ー使用、エネルギーレビューで特定されるエネル

ギーパフォーマンス改善の機会を考慮しなくては

ならない

EnMS 活動計画書

⎯ 

目的と目標は、エネルギー方針と整合していな

ければならない。目標は、目的と整合していな

ければならない。

組織は、組織内の関連する組織やレベルにお

いて、文書化したエネルギー目的と目標を確立

し、実施し、 維持しなければならない。

エネルギーレビューの情報に基づいてエネルギー

ベースラインが確立されなくてはならない

ベースラインのデータ期間は組織のエネルギー

使用と整合していること

エネルギーパフォーマンスの変動をベースラインと

比較するよう計量されていること

エネルギーパフォーマンスインディケータ（EnPIs）
がもはや組織のエネルギー使用を反映しなくな

った場合は、ベースラインの修正をすること

.組織はエネルギーパフォーマンスを監視し、測
定（評価）するのに適切なEnPIsを特定しなけ
ればならない

EnPIsの定義及び更新に用いた方法は記録さ
れ、定期的にレビューされなければならない

EnPIｓはレビューされ、定期的にをエネルギーベ
ースラインと比較されなければならない

目的、目標および活動計画

組織は、その財務、運営及び事業の状況、技

術上の選択肢、利害関係者の見解に配慮し

なければならない。

目標（複数も可）は、計量と検定による評価が

出来ること。目的と目標の達成までのタイムフレ

ームが規定されていなければならない。
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4.4

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

エネルギー活動計画

ISO 50001 要求事項

4.4.6 
(2) ⎯ 

EnMS 活動計画書

⎯ 

a) 責任の指定

b) 個別の目標を達成するための方法とタイム
フレーム

c) エネルギーパフォーマンスの改善を評価する
ための手法に関する記述

d) 行動計画の結果を検証するための手法に
関す る記述⎯ 

EnMS 文書管理ガイドライン⎯ 

a) 力量,教育訓練及び自覚 EnMS トレーニング計画書

b) コミュニケーション（双方向） EnMS コミュニケーション・ガイドライン

c) 文書 EnMS 文書管理ガイドライン

d) 運用管理 EnMS 管理標準： 運用管理

e) 設計 EnMS 活動計画書： 設計

f) エネルギー製品、装置、サービス及びエネル
ギーの調達 EnMS 調達ガイドライン

「行動計画」文書は以下の項目を含むこと：

行動計画は文書化され、規定された間隔で更

新されなければならない。

組織は、その目的と目標を達成するための行

動計画を確立し、実施し、維持しなければなら

ない

エネルギーマネジメント活動計画

行動計画は、次の事項を含まなければならな

い：
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4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.5.1 

EnMS 活動計画書

マネジメントレビュー議事録または or EnMS 活動進捗報告書

組織は計画のプロセスの結果である、エネルギーマ

ネジメント行動計画を実施と運用において使用し

なくては

ならない

実施と運用

ISO 50001 要求事項

一般条項
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4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

実施と運用

ISO 50001 要求事項

4.5.2

EnMS トレーニング計画書

EnMS 管理標準： 役割と責任／力量,教育訓練及び自覚⎯ 
EnMS トレーニング計画書

a) 経営層および管理職

b) エネルギーマネジメントチーム（EnMS-OC）

c) SEP チーム

d) 管理境界線内の全従業員

e) 組織の全従業員

f) 著しいエネルギー使用に関わる従業員全
員g) その他⎯ 

a) ワークショップ

b) 内部トレーニングおよび OJT

c) 外部トレーニング

d) 能力向上訓練

e) 実地経験⎯ 

⎯ 

a) エネルギー方針、手順や、EnMSの要求事
項に適合する重要性、

b) EnMSの要求事項を達成するにあたっての
自らの役割、責任、及び権限

c) 改善されたたエネルギーパフォーマンスから得
られる利点

d) 彼らの活動がエネルギー使用および消費に
およぼす実際及び潜在的な影響、彼らの

活動および行為が如何にエネルギー目的と

目標の達成に影響を及ぼすか、および規定

された手順から逸脱した場合の潜在的な

結果

組織はその著しいエネルギー使用に関連する従業

員や、組織のために働く全ての関係者が、適切な

教育、訓練、スキル又は経験に基づき力量を有す

ることを確実にしなければならない

組織はその従業員や、組織のために働く全ての

関係者が、次の事項について自覚し、かつ自

覚し続けることを確実にしなければならない：

組織は、その著しいエネルギー使用の管理とそ

のエネルギーマネジメントシステムの運用に伴う

教育訓練のニーズを特定しなければならない。

組織は、これらのニーズを満たすため、教育訓

練を提供するか、これらのニーズを満たすそのほ

かの行動をとらなくてはならない。適切な記録が

保存されなければならない。

「力量,教育訓練及び自覚」の対象となるメン
バー層を定める

力量の基盤を養う適切な教育、訓練、能力

開発または経験積めるような機会の特定

力量,教育訓練及び自覚
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4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

実施と運用

ISO 50001 要求事項

4.5.3

EnMS コミュニケーション・ガイドライン

EnMS 管理標準： 適用範囲と管理境界線

EnMS コミュニケーション・ガイドライン： 外部とのコミュニケーション

コミュニケーション（双方向）

組織は、組織の規模に応じ、エネルギーパフォーマ

ンス

とEnMSに関しての内部のコミュニケーションを行わ
なけ
組織は、契約社員およびパート社員を含む全従

業員がEｎMS運用について、意見や改善提案を
伝達できる手順を確立し、実施しなければならな

い。

組織は、そのEnMSやエネルギー・パフォーマンスに
ついて外部とコミュニケーションをとるかどうかについて

決定し、その決定を記録しなければならない。もし

外部とのコミュニケーションを取る決定の場合、組

織は、そのコミュニケーション計画を確立し実施しな

ければならない。
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4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

実施と運用

ISO 50001 要求事項

4.5.4

4.5.4.1

EnMS 管理標準： 文書（ドキュメント）管理

EnMS 文書管理ガイドライン

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

4.5.4.2

EnMS 文書管理ガイドライン

EnMS 文書管理運用手順書

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

文書

文書要求事項

文書管理

使用の段階で、適用対象の最新バージョンの

文書にアクセスできることを確実にすること；

EMSの適用範囲と境界

文書の改訂と現バージョン状況が特定される

事を

確実にすること；

発行前に妥当であることを承認すること；

組織は、以下の事項を行うために必要とされる管

理項

目を確立し、実施し、維持しなければならない：

文書が判読可能であり、容易に識別可能なこ

とを確実にすること；

EｎMSの計画と運用のために必要であると組織
が定めた外部由来の文書が、特定され、それら

の配布が管理されていることを確実にすること；

旧または廃番文書が意図されず使用されること

を防ぎ、もしそれら廃番文書を何らか目的で保

存するのであればその旨を明示すること。

定期的にレビューし、必要に応じて更新すること

；

エネルギー目的、目標及び行動計画

国際規格が要求する文書（記録を含む）

その他組織が必要と考えた文書

この国際規格とEｎMSによって要求されている文書
は管理されなければならない。これは、必要に応じ

て、技術文書も含まれる。

EｎMSの文書は、以下の項目を含まなくてはならな

エネルギー方針

組織は、EｎMSの主要要素とそれらの相互関係を
記述し、その情報を紙又は電子形式で、確立し、

実施し、維持しなければならない。
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4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

実施と運用

ISO 50001 要求事項

4.5.5

会社事業目的 

EnMS 活動計画書

a) 
該当する既存の運用および運転手順文書

保守保全運用手順文書

b) EnMS 活動計画書

EnMS モニタリング活動ガイドライン

c) 

EnMS コミュニケーション・ガイドライン

運用管理

運用基準に従って設備、プロセス、システム及

び

装置の運用と保守保全を行うこと；

管理境界内で働く全ての関係者に対し、運用

管理について適切なコミュニケーションを駆使す

る。

組織は、（事業を運用する上で）著しいエネルギー

使用に関連する運用および保守保全活動ついて

、以下の事項によって、定められた条件で準備およ

び実行されることを確実にするために、エネルギー方

針、エネルギー目的、エネルギー目標に整合する

計画をしなければならない：

著しいエネルギー使用、又は基準がなければ、

効率的なエネルギーパフォーマンスから著しい逸

脱が生じる箇所についての効果的な運用と維

持に対し基準を確立し、設定すること；
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ISO 50001 要求事項の適合に対応する文書（ドキュメント）

4.5

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

実施と運用

ISO 50001 要求事項

4.5.6

EnMS エネルギー・レビュー報告書

EnMS 活動計画書

EnMS 活動計画書： 設備・システム・装置に関する設計

EnMS 活動計画書： 事業製品に関する設計

関連する記録文書など

4.5.7

EnMS 調達ガイドライン

EnMS 活動計画書

EnMS 調達ガイドライン： 異常・災害時などの対応について

EnMS 管理標準： 運用管理

EnMS 管理標準： 運用管理

該当する既存の運用手順文書

設計

エネルギー製品、装置、サービスおよびエネルギーの調達

注記：   
組織は、著しいエネルギー消費設備に関連する継

続、緊急事態及び潜在的な災害を盛り込んで、こ

れらの状況にいかに対処するかを決定することが望

ましい。

組織は、有効なエネルギーパフォーマンスのために、

適用範囲内でエネルギー購買仕様を規定しなくて

はならない。

著しいエネルギーに影響をおよぼすかおよぼしそうな

エネルギーサービス、製品、装置を調達する際には

、組織は、調達が一部エネルギーパフォーマンスに

基づいて評価されることをサプライヤーに伝えなくて

はならない。

組織は、組織のエネルギーパフォーマンスに著しい

影響を及ぼすことが予想されるエネルギー使用製

品、装置及びサービスを調達する場合、計画又は

予想されるライフサイクル期間にわたって使用エネル

ギーの消費を評価する基準を定義し、実施しなく

てはならない。

設備、機器、システム、及びプロセスについて新設

、改良や改装を計画した際、その設計についてエ

ネルギーパフォーマンスに著しい好影響が出るよう、

組織はエネルギーパフォーマンスの改善機会とその

運用管理を考慮しなければならない。

状況に応じ、てエネルギーパフォーマンスの評価の

結果は、関連するプロジェクトの仕様作成、設計、

調達活動に組み込まれなければならない。

設計活動の結果は記録されなければならない。

供給エネルギーの調達
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4.6

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.6.1 

EnMS モニタリング活動ガイドライン

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

EnMS 文書管理ガイドライン

EnMS 管理標準： 運用管理

EnMS 継続的改善行動ガイドライン

EnMS 文書管理ガイドライン

4.6.2

EnMS 法的その他の要求事項適合性現状報告書

関連記録文書類

EnMS エネルギー・レビュー報告書

EnMS 活動計画書

EnMS モニタリング活動ガイドライン

監視、測定及び分析

法令その他要求事項などに関わる適合性評価

エネルギー計量計画は、組織の規模と複雑性を考慮し、それ

に適用したモニタリングと計量機器が定められ実施されること。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
注釈：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
計量は、小規模のユティリティメータ1つからソフトウェア応用によ
るデータ統合での自動分析までこなすモニタリングシステムまで

範囲が広い。計量の中身と方法は組織の判断による。

組織は、エネルギーパフォーマンスを決定する運用

の鍵となる特性について計画された時間間隔で監

視、測定、分析されることを確実にしなければなら

ない。

鍵となる特性の監視、測定結果は、記録されなけ

ればならない。

目的・目標達成における行動計画の有効性

鍵となる特性は、少なくとも以下を含まなければならない：

著しいエネルギー使用項目およびエネルギーレ

ビューその他のアウトプット；

著しいエネルギー使用に関連する変動要因ま

たは変数の関係

EnPI

エネルギー消費の実績値対期待値の評価

組織は、エネルギーパフォーマンスの著しい逸脱に

ついて調査し、対応しなくてはならない。

これらの活動の結果は維持されなければならない。

組織は、測定のニーズについて定義し、定期的に

レビューしなくてはならない。組織は、鍵となる特性

の監視と測定に使用される機器が正確で再現性

のあるデータを提供することを確実にしなければなら

ない。較正やその他精度と再現性に関する結果の

記録は維持されなければならない。

予め計画された時間間隔で、組織は、そのエネル

ギーの使用に該当する法的及びその他の要求事

項に対する適合性を評価しなければならない。

法令遵守の評価結果の記録は維持されなければ

ならない。

パフォーマンス評価

ISO 50001 要求事項
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4.6

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

パフォーマンス評価

ISO 50001 要求事項

4.6.3

EnMS 監査ガイドライン

– 

– 

– EnMS 監査報告関連文書類

EnMS 監査計画書

EnMS 監査計画書

EnMS 監査ガイドライン

関連記録文書類

4.6.4

EnMS 継続的改善行動ガイドライン

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

EnMS 継続的改善行動ガイドライン

EnMS 文書管理ガイドライン

EnMS 監査計画書

EnMS 内部監査

不適合、是正、是正活動および予防活動

改善に関する該当既存手順記録文書類

この国際規格の要求事項を含むエネルギーマ

ネジメントのための計画されたアレンジメントに

適合していること、

エネルギー目的および設定した目標に適合して

いること。

必要とされる適切な活動を決定し実施すること

是正及び予防処置の記録を維持すること

組織はエネルギーマネジメントシステム文書に対し

てすべての必要な変更を行うことを確実にしなけれ

ばならない。

監査結果の記録は、維持され、トップマネジメント

に報告されなければならない。

監査の計画及びスケジュールは、前回の監査の結

果だけでなく、監査対象のプロセスや監査範囲の

重要性や状態を考慮して計画されなければならな

い。

組織は、起こった不適合と起こり得る潜在的な不

適合について、是正内容の特定し、以下を含む是

正活動および予防活動を講じること：

効果的に実施かつ維持され、エネルギーパフォ

ーマンス改善につながっていること。

監査人の選出と監査の実行は、監査のプロセスに

おいて客観性と公平性を確実にするようにしなけれ

ばならない。

不適合あるいは潜在的不適合をレビューするこ

と

不適合あるいは潜在的不適合の原因を解明

すること

不適合が確実に発生しない、あるいは再発し

ないようにするための処置の必要性を評価する

こと

とられた是正及び予防処置の有効性をレビュー

すること

是正及び予防処置は、実際の又は潜在的な問

題及び遭遇するエネルギーパフォーマンスの状況に

対して適切なものでなければならない。

予め計画された時間間隔で、組織は、EnMSが以
下の項目について確実になるよう、内部監査を実

行しなければならない：
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4.6

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

パフォーマンス評価

ISO 50001 要求事項

4.6.5 記録の管理 （適合性および達成に関する）

EnMS 文書管理ガイドライン

組織は、エネルギーマネジメントシステム及びこの国

際規格のEnMS要求事項及び達成するエネルギ
ーパフォーマンスの達成された結果への適合を実証

するため、必要とされる記録を確立、維持しなけれ

ばならない。

組織は、記録の識別、検索と保持のための運用

管理を定めて、実施しなくてはならない。

記録は、関連する活動について、判読、特定及び

追跡が可能であり、その状態を保たなければならな

い。
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4.7

要求事項に適合する対象文書（ドキュメント）

4.7.1 

EnMS 管理標準： マネジメントレビュー／運用管理

EnMS 文書管理ガイドライン

4.7.2 

マネジメントレビュー召集関連記録文書類

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

4.7.3

議事録などマネジメントレビュー成果・決定事項・結果などに関する記録

文書類

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

マネジメントレビューからのアウトプット

一般条項

マネジメントレビュー

トップマネジメントは、継続的な適切性、妥当性、

効果を確実にするため、その組織のEnMSを、予め
定められた時間間隔で、レビューしなければならな

い。

マネジメントレビューの記録は保存されなければなら

な

い。

ISO 50001 要求事項

マネジメントレビューへのインプット

前回のマネジメントレビューからのフォローアップ 

マネジメントレビューへのインプットは、以下の事項

を含まなければならない：

エネルギー方針のレビュー

エネルギーパフォーマンスと関連EnPIsのレビュー

法的要求項目への適合性、そして法令および

その他の要求事項の変更についての評価結果

エネルギー目的と目標の達成度合い

EnMS監査の結果

是正活動および予防処置の状況

継続的な改善への組織のコミットメントと一致

した、目的、目標又はEnMSの他の要素への
変更

EnPIsの変更

資源配賦の変更

マネジメントレビューからのアウトプットは、意思決定

やるべき行動に関する以下の事項を含まなければ

ならない：

次のマネジメントレビューまでのエネルギーパフォ

ーマンスの予測

組織のエネルギーパフォーマンスの変化

エネルギー方針への変更

改善提案
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