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環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ審査員

JIS Q 14001：2015 年版への移行の手引

「JIS Q 14001(ISO 14001)改訂に伴う 2015 年版移行に関する処置の件」(H27EA012)において、
2015 年版移行方法の処置を公表しましたが、本手引はその申請の具体的手順を記載したものです。
本手引に従って 2015 年版への移行申請を行ってください。
１．移行期間
①2015 年 12 月 16 日から 2017 年 12 月 15 日まで 2015 年版への移行申請が可能です。
②上記期限内に 2015 年版へ移行しなかった場合、登録者の有効期限をもって資格は失効しま
す。再度登録する場合は、2015 年版資格での再登録申請となります。
２．移行要件
2.1 現登録 主任審査員・審査員
2015 年 9 月以降開催予定の 2015 年版への移行対応した CEAR 承認リフレッシュコース
（以下、「移行対応 CEAR 承認リフレッシュコース」という）を修了すること。
ただし、別途定める要求事項を満たした研修も可とする。(詳細は「IAF 加盟認定機関から
認定を受けている MS 認証機関の CEAR 承認リフレッシュコース受講に関する暫定処置の
件（H27EA013）」を参照。）
2.2 現登録 審査員補
下記内容を含んだ 2015 年版改訂内容に関する CPD を提出すること。
戦略的な環境管理、リーダーシップ、環境保護、環境パフォーマンス、
ライフサイクル、コミュニケーション、文書類
参考：IAF 参考文書「ISO 14001:2015 への移行計画の指針(IAF ID 10:2015)」
http://www.jab.or.jp/files/items/4447/File/0303-1.pdf
2.3 再登録申請 CEAR 審査員へ登録後失効した方の要件
・2015 年版対応の CEAR 実施の筆記試験を改めて受験し、合格すること。
・筆記試験の受験は 1 回のみとし、不合格となった場合は、1 年以内の再受験を 1 回
のみ認めるものとする。
2.4 2004 年版の CEAR 承認研修コース合格修了者の新規申請の要件
上記「2.3 項」に同じ
３．申請方法
①インターネット（一部申請）、郵送、持参でご提出ください。（郵送は、簡易書留など記
録の残る送付手段。持参は、平日 9 時～16 時 30 分(12 時～13 時を除く)。ただし、年末営
業最終日及び年始営業初日は午前中。）
なお、申請書類の鉛筆書き原紙の提出は不可です。提出された書類等は返却いたしません
のでご注意ください。
また、インターネット申請はホームページ「登録審査員専用コーナー」（以下、「登録審査
員専用コーナー」という。）から可能です。詳細はホームページをご確認ください。
登録審査員専用コーナーURL：https://ems.jemai.or.jp/
②新規申請、直接申請、昇格申請、資格拡大申請、登録サーベイランス申請、登録再認証申請、
再登録申請と同時の移行申請を基本とします。
なお、現登録者の方は、前１項①の期間内であれば常時、移行申請（以下、「単独移行申
請」という。）の受付も行います。
③単独移行申請を行う場合、4 項の移行申請料金が必要になります。他の申請は、通常の申請
料金で移行することが可能です。
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４．移行申請料金
新規申請、直接申請、昇格申請、資格拡大申請、登録サーベイランス申請、登録再認証申請、
再登録申請と同時に移行申請される場合は、料金は別途必要ありません。単独移行申請で申請さ
れる場合は、移行申請料及び身分証・登録証の再発行料として、5,400 円（消費税 8％込、税抜
5,000 円）を登録サーベイランス申請、登録再認証申請でご利用いただく口座にお振込ください。
５．提出書類
5.1 現登録 主任審査員・審査員の場合
移行対応 CEAR 承認リフレッシュコース、別途定めた IAF 加盟認定機関から認定を受けた
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ認証機関（以下、「MS 認証機関」という。）が実施した研修では、提出方法が
異なりますのでご注意ください。
5.1.1 サーベイランス・再認証申請と移行申請の同時申請
申請書類
注意事項
①各申請に必要な書類の提出
・登録サーベイランス申請の手引(AEF1102)、登録再認証
申請の手引(審査員、主任審査員用※)(AEF1103)を参照
②移行対応 CEAR 承認リフレッシュ 【移行対応 CEAR 承認リフレッシュコース修了証の場合】
コース修了証明書の写し
・登録サーベイランス申請は「登録審査員専用コーナー」
又は
から申請可能。その場合に限り修了証明書の提出は不要
(2015 年版移行対応)研修修了
・申請日 2 週間前までにリフレッシュコース修了が必要
証明書(ADF1204)3 版以降の原紙 ・移行対応をしていないリフレッシュコースの修了では、
(コピー不可)
2015 年版への移行不可
【研修修了証明書(ADF1204)3 版以降の場合】
・ISO/FDIS 14001：2015 以後の内容も同等とする
・移行対応をしていない 2 版以前の研修修了証明書
（ADF1204）提出では、2015 年版への移行不可
注：サーベイランス申請で移行した場合、直後の登録再認証申請においてのみ、新たに CEAR 承
認リフレッシュコースの修了は必要ありません。ただし、申請締切日以前１年間の専門能力
継続的開発（CPD）は必要になります。
5.1.2 主任審査員への昇格(資格拡大含む)申請と移行申請の同時申請
申請書類
注意事項
①昇格申請に必要な書類の提出
・評価登録申請の手引(AEF1101)を参照
②移行対応 CEAR 承認リフレッシュ 【移行対応 CEAR 承認リフレッシュコース修了証の場合】
コース修了証明書の写し
・申請日 2 週間前までにリフレッシュコース修了が必要
又は
・移行対応をしていないリフレッシュコースの修了では、
(2015 年版移行対応)研修修了
2015 年版への移行不可
証明書(ADF1204)3 版以降の原紙 【研修修了証明書(ADF1204)3 版以降の場合】
(コピー不可)
・ISO/FDIS 14001：2015 以後の内容も同等とする
・移行対応をしていない 2 版以前の研修修了証明書
（ADF1204）提出では、2015 年版への移行不可
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5.1.3 単独移行申請
（1）「登録審査員専用コーナー」から申請（CEAR 承認リフレッシュコースの場合のみ）
申請手順
注意事項
①「登録審査員専用コーナー」に
・登録審査員専用コーナーURL
https://ems.jemai.or.jp/
ログイン
②「移行申請手続」をクリック
③「CEAR 承認リフレッシュ受講
・受講した研修機関名、受講日を入力
情報」を入力
・研修修了証の提出は不要
・申請日 2 週間前までにリフレッシュコース修了が必要
・移行対応をしていないリフレッシュコースの修了では、
2015 年版への移行不可
④「料金納入証明情報」を入力及び ・振込金額は 5,400 円
「住所等登録データ」を変更し、 ・領収書希望の場合は、領収書希望にチェックを入れ、
「移行する」を選択
必要事項を入力
・住所変更がない場合は入力不要
（2）郵送、持参での申請
申請書類
注意事項
①移行申請書（ADF1201-7(原紙)） ・氏名は署名又は記名(ワープロ可)押印の上、原紙を提出
・登録情報に変更がある場合は記入
②移行対応 CEAR 承認リフレッシュ 【移行対応 CEAR 承認リフレッシュコース修了証の場合】
コース修了証明書の写し
・申請日 2 週間前までにリフレッシュコース修了が必要
又は
・移行対応をしていないリフレッシュコースの修了では、
(2015 年版移行対応)研修修了
2015 年版への移行不可
証明書(ADF1204)3 版以降の原紙 【研修修了証明書(ADF1204)3 版以降の場合】
(コピー不可)
・ISO/FDIS 14001：2015 以後の内容も同等とする
・移行対応をしていない 2 版以前の研修修了証明書
（ADF1204）提出では、2015 年版への移行不可
③料金納入証明の写し
・振込金額は 5,400 円
・振込み記録の写しを入手できない場合は、申請者が利用
した金融機関名・振込日・振込金額・振込者名を記載し
たメモを申請書に添付
・領収書が必要な場合は、「領収書希望」と「領収書の宛
名」を、振込記録の余白に記入又はメモを添付
注：5.1.3 項で移行申請した内容は、直後の登録サーベイランス申請又は登録再認証申請におい
てのみ、申請締切日以前１年間専門能力継続的開発（CPD）として使用することは可能で
す。ただし、使用できるのは直後の 1 回のみとなります。
また、直後の登録再認証申請においてのみ、新たに CEAR 承認リフレッシュコースの修了
は必要ありません。
5.2 現登録 審査員補の場合
5.2.1 サーベイランス・再認証申請と移行申請の同時申請
申請書類
注意事項
①各申請に必要な書類のみ提出
・「登録審査員専用コーナー」から申請が可能
・登録サーベイランス申請の手引(AEF1102)、登録再認証
申請の手引(審査員補用※)(AEF1105)を参照
・CPD は 2.2 項の内容を含む
5.2.2 審査員への昇格(資格拡大含む)申請と移行申請の同時申請
申請書類
注意事項
①昇格申請に必要な書類の提出
・評価登録申請の手引(AEF1101)を参照
②専門能力の継続的開発(CPD)
・CPD は 2.2 項の内容
実績記録(ADF1208)
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5.2.3 単独移行申請
（1）「登録審査員専用コーナー」から申請
申請手順
注意事項
①「登録審査員専用コーナー」に
・登録審査員専用コーナーURL
https://ems.jemai.or.jp/
ログイン
②「CPD 実績の登録」をクリック
・CPD は 2.2 項の内容
し、CPD の登録
③「移行申請手続」をクリック
④「料金納入証明情報」を入力及び ・振込金額は 5,400 円
「住所等登録データ」を変更し、 ・領収書希望の場合は、領収書希望にチェックを入れ、
「移行する」を選択
必要事項を入力
・住所変更がない場合は入力不要
（2）郵送、持参での申請
申請書類
注意事項
①移行申請書（ADF1201-7(原紙)） ・氏名は署名又は記名(ワープロ可)押印の上、原紙を提出
・登録情報に変更がある場合は記入
②専門能力の継続的開発(CPD)
・CPD は 2.2 項の内容
実績記録(ADF1208)
③料金納入証明の写し
・振込金額は 5,400 円
・振込み記録の写しを入手できない場合は、申請者が利用
した金融機関名・振込日・振込金額・振込者名を記載し
たメモを申請書に添付
・領収書が必要な場合は、「領収書希望」と「領収書の宛
名」を、振込記録の余白に記入又はメモを添付
注：5.2.3 項で移行申請した内容は、直後の登録サーベイランス申請又は登録再認証申請におい
てのみ、専門能力継続的開発（CPD）として使用することが可能です。ただし、使用できる
のは直後の 1 回のみとなります。
5.3 再登録申請の場合
申請書類
①再登録申請に必要な書類のみ提出

注意事項
・再登録申請の手引(AEF1104)を参照
・CPD は 2.2 項の内容を含む

5.4 2004 年版の CEAR 承認研修コース合格修了者の新規申請の場合
申請書類
注意事項
①新規申請に必要な書類の提出
・評価登録申請の手引(AEF1101)を参照
②筆記試験合格通知(ADF1124)
・2016 年 2 月以降に受験した筆記試験の合格が必要
６．移行後の登録番号
移行が認められた場合、登録番号のアルファベットの次の数字(「0」又は「1」)を一律「2」
に変更し、新しい身分証・登録証を発行します。
以上
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環境審査員の申請・登録における個人情報の取扱いについて
ご提出いただいた個人情報は利用目的(環境審査員登録業務)以外での利用はいたしません。個人情報
を適切に管理し、申請者・登録者の同意を得ている場合及び公共の利益のために必要であると考えら
れる場合を除いて第三者に提供することはありません。また、外部委託に関しては、利用目的の達成
に必要な範囲内で行い、守秘契約を締結し、適切な管理を実施します。
個人情報の確認（開示）・訂正等を希望される場合は、CEAR ホームページの「EMS 登録審査員専
用コーナー」をご利用いただくか、問合せ先までお申し出ください。
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