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はじめに 

 

【活動宣言】 

「何のために記録を取っているのか分からない」ともし感じるのであれば考えてください。 

QMS の為の QMS にしてはいけません。 

もしそうなら今の ISO9001 の認証で何か見落としていることがあるはずです。 

 

【QMS の為の QMS にしないために】 

このコンテンツは、ISO9001 の認証に取り組む、経営者あるいは「管理責任者」を対象としています。

ISO9001 についてはリーダーシップの重要性が前面に出ており、彼らの役割が大切なのですが、

いざ ISO9001 のこととなると心許ないときがあります。そのため、本来「会社の経営」があって、その

中で「ISO9001」を含めれば良いのに、どこか「ISO9001」が優先されてしまうゆがみが見られます。 

 

その原因を探ってゆくと 

・ISO9001 と言う規格について、面倒だという理由で読んでいない 

・コンサルタントに丸投げしている 

と言うところに行き着きます。 

 

市販されている解説書なども、規格を読んだ上での解説記事の確認なら良いのですが、解説書の

記事だけをそのまま使おうとするので、規格が要求していないところまで実施しようとしてしまいます。

それは、組織固有の状況に合わせたマネジメントシステムは作れません。 

 

「自分の会社はどんな会社だろう」と云うことの理解をしたその上で「ISO9001」をどう利用したらいい

のかという思考プロセスが必要です。 

 

【副読本】 

とはいえ、各界の専門家が編集した「規格要求事項の解説書」に異論を唱えるつもりもない。せい

ぜい、「こういったことにも気をつけましょう」というレベルで、ISO9001 の認証についての注意点を

喚起する程度になる。この文書はその程度のものである。 

  



免責事項 

 

（1）苦情 

 ここに記載する内容は、ISO9001 の審査員としての公式な意見ではありません。あくまでも中野個

人の考え方です。すなわち、何らかの公的な機関が認めた内容ではないので注意してください。

内容の過誤についてはご意見として伺いますが、訂正するかどうかは中野が判断します。 

 

（2）賠償責任 

 ここに記載された内容で活動されたとしても、その責任はご自分で行なってください。 

 

（3）著作権 

 ほとんどは中野が著作物を有しますが、一部 ISO9001:2015 の規格を引用しています。 

 そのため、この著作物はそのままでの販売は想定していません。中野のオリジナルの記載を引用

する場合には出典を明記していただければ利用は自由です。ただし、ISO9001:2015 の規格の引

用は、 

 ・ISO9001:2015 の規格を購入していること 

 ・社内など限られた範囲で利用し、第 3 者に販売をしないこと 

に留意してください。 

 

 

 

 

 

 

  



本書の構成 

 

 

 

 

 

  



第 1 部 QMS の構成要素 

 

第 1 章 品質方針 

 

この章は・・・ 

 

【品質方針はシンプルで良い】 

 

●品質方針で不適合になることはない 

 

 実際の審査の場面で「品質方針」が問題になることはほとんど無い。 

 なぜかと云えば、何を持って「品質方針」とするかの判断基準は示されていないからだ。 

 

 ISO9001:2015 の規格要求事項では、品質方針については、下記が記載されている。 

 

5.2.1 品質方針の確立 

トップマネジメントは，次の事項を満たす品質方針を確立し，実施し，維持しなければならない。 

a) 組織の目的及び状況に対して適切であり，組織の戦略的な方向性を支援する。 

b) 品質目標の設定のための枠組みを与える。 

c) 適用される要求事項を満たすことへのコミットメントを含む。 

d) 品質マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを含む。 

 

5.2.2 品質方針の伝達 

品質方針は，次に示す事項を満たさなければならない。 

a) 文書化した情報として利用可能な状態にされ，維持される。 

b) 組織内に伝達され，理解され，適用される。 

c) 必要に応じて，密接に関連する利害関係者が入手可能である。 

 

 例えば、「当社は顧客に適切な QCD で製品を供給する。そのために ISO9001 に基づく品質マ

ネジメントシステムの確立とその継続的改善に行なう」などという一文であっても、会社側が、規格

要求事項を含んでいると云えば、それは解釈の問題になるので議論の余地はない。 

 

 ただし、「5.2.2 品質方針の伝達」については、下記を満たすようにすることが望ましい。 

①制定日、承認者もしくは方針声明者を明確にすること 



②社内に掲示するなどして社員が内容を確認できるようにすること 

③顧客その他の社外の人々に、求めがあれば公開する手続きを定めること 

 （注：③は厳密性を求めることは少ない。密接な関係者の定義は組織が行なうため） 

 

●1 度作ったからといって変えてはいけないと云うことはない 

 

 規格では「トップマネジメントは，次の事項を満たす品質方針を確立し，実施し，維持しなければ

ならない。」とは書いてあるが、どのようにとは書いていない。従って、どんなサイクルで品質方針を

見直すのかは組織に任せられている。 

 定期的に変えても良いし、変えなくても良い。 

 

●パクっても良い 

 

 何もないところから思いつくというのは難しいかもしれない。そうした場合には、グーグルで「品質

方針」と検索してみれば良い。その中で、できるだけシンプルなもの、あるいは似たような業種・業

界のものを使っても良いだろう。 下記などは素直な品質方針なので無理が無いと思う。 

 

（1）サントリー 

 
https://www.suntory.co.jp/company/quality/policy/ 

 

 最初の「わたしたちは安全で心に響く商品・サービスをお届けしお客様の夢と信頼に応え続けま

す」などは、B2C のビジネスを展開している企業であれば普遍的になるだろう。 

 

（2）共和電工株式会社 



 

https://www.kyowadenco.co.jp/iso9001.html 

 

 B2B のビジネスを展開している企業の参考になるかと思う。 

 

（3）IZUMI コミュニケーションサービス株式会社 

 

http://www.y-jet.co.jp/quality.html 

 

 シンプルさは社内外に対してわかりやすいメッセージとなりうる。良い例だと思う。 

 

●メッセージ性は欲しい 

 



品質方針は何でもよいというのは少し言い過ぎではあるが、規格に含まれる用語が全て含まれ

ていないから不適合だという主張はすでに通らない。しかし、配慮して欲しい事項もある。 

 

規格の「0.1 一般」には次の文言がある。 

組織は，この規格に基づいて品質マネジメントシステムを実施することで，次のような便益を得る可

能性がある。 

a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して提

供できる。 

b) 顧客満足を向上させる機会を増やす。 

c) 組織の状況及び目標に関連したリスク及び機会に取り組む。 

d) 規定された品質マネジメントシステム要求事項への適合を実証できる。 

 

組織では、なぜこの規格への対応をすると決定をしたのかの理由があるはずなので、その思いを

含めてもらうことが望ましい。そのためには多少長くなることもあり得る。 

 

下記も参考にして欲しい。 

 

品質保証基本方針と顧客満足 

 

当社グループが製造・販売する製品について、そのライフサイクルのすべての段階で、お客様

の満足を得る品質の提供にたゆまぬ努力を継続するものとして、品質保証基本方針を「製品ライフ

サイクルの各段階で、国際的にお客様が満足する品質を、全員の努力で提供しよう」と定めていま

す。 

製品ライフサイクルの各段階での仕事の仕組みを市場やお客様の要求の変化に対応できる体

制に整備することによって CS（顧客満足）向上につながるように活動しています。 

また、お客様本位の視点で当社グループの製品、システム、サービスのクオリティを向上させる

ために、お客様の声を聞く「CS 調査」を定期的に実施しています。 

お客様からいただいた貴重なご意見・ご要望は関係者で共有し、お客様の満足度向上につな

がるように改善活動を実施しています。 

また、コールセンターを設置して、随時お客様からのご意見やご要望などをいただき、迅速に対

応していく体制を構築しています。 

 

※製品ライフサイクルとは… （1）マーケティング及び市場調査 （2）製品の設計及び開発 （3）プロ

セスの計画及び開発 （4）購買 （5）生産 （6）検証 （7）包装及び保管 （8）販売及び配送 （9）据付け

及び使用開始 （10）技術支援及び付帯サービス （11）販売後の調査 （12）使用寿命の最後での廃

棄又はリサイクル …にわたる 12 段階を表しています。 



 

https://www.shimadzu.co.jp/sustainability/approach/efforts/satisfaction/efforts.html 

島津製作所のホームページより 

 

 

 

 

 

  



【品質方針は何のためにあるのか】 

 

 前項では、まずは作成することを薦めている。しかし、では何のために品質方針を作るのかを理

解しておかないと、認証の審査時に答えに窮することもあるので、すこし理念的なことを理解してお

こう。 

 

●品質方針とはなにか（用語の定義） 

 

ISO9000:2015 では以下のように定義されている。 

 

3.5.9 品質方針（quality policy）  

品質（3.6.2）に関する方針（3.5.8） 

  

注記 1 一般に品質方針は，組織（3.2.1）の全体的な方針と整合しており，組織のビジョン

（3.5.10）及び使命（3.5.11）と密接に関連付けることができ，品質目標（3.7.2）を設定するため

の枠組みを提供する。 

注記 2 この規格に記載した品質マネジメントの原則は，品質方針を設定するための基礎とな

り得る。 

 

 これは、品質方針を単独で見るのではなく、複数の要素との相互関連で見て欲しいと云うことに

なる。下図に示すように、「組織の全体的な方針」「組織のビジョン及び使命」をインプットとして検証

し、「品質目標」へと展開できることが要件となる。 

 

 

 

●戦略に組み込むこと 

 

 では、「組織の全体的な方針」「組織のビジョン及び使命」とは何だろう。 

 そのためには、規格の最初の文言がヒントになる。すなわち 

0.1 一般 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの



ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

 

すなわち、「品質マネジメントシステムの採用」は「組織の戦略上の決定である」とされている。 

経営マネジメントの基本的なこととして、下図を使うことが多い。 

 

 

 

 こうした相互関連が無いと、活動の正当性が分からなくなる。 

 

●戦略でないものは排除すること 

 

では「組織の戦略」とはどのように表現されているのだろう。 

ほとんどの企業は、戦略とはと問われて 

 環境問題に取り組む 

 業績を向上させる 

 組織能力を上げる 

といった方針めいたことや結果（市場占有率〇〇％、売り上げ規模〇〇兆円）といったものに終始

する。これは戦略とは言わない。 

 

戦略は、組織の価値観から出発し、どのような世界を目指すのか、そのためにはどんなルートをた

どるのか、そのための経営資源の配分をどうすればそこにたどり着けるのかのロードマップでなけ



ればならない。 

 

戦略は、経営理念を受けたものでなければならないし、具体的な実行計画の策定に移せなければ

ならない。品質方針は、その戦略を実現するための指針になる。最初に記述したように、成功のた

めの条件であるので結果ではない。 

 

品質方針は、これが満たさなければ企業の存続に関わるという気持ちで設定して欲しい。 

 

さもないと、品質方針が、「品質を良くします」という宣言めいたことでとどまり、そのために必要な

活動、例えば教育は改善活動などが形式的には記載されるものの具体的な内容に落とし込めない

ものになる。それ自体は間違いではないし、審査で問題視することもない。しかし、どうしてそれが

重要なキーワードなのか、それ以外になすべきことは無いのかと云うことになると、途端に曖昧にな

る。これでは行動規範にはなり得ない。 

 

●経営者の言葉はすべメッセージである 

 

品質方針を作成するときに、他社を参考にして担当者が上申してきた、あるいはコンサルタント

が薦めてきたと言う理由で品質方針に署名だけするという態度は気をつけた方が良い。QMS が形

がい化する恐れがある。 

 

何か新しいことを始めようとするときに、「君が担当してくれ」といって、表向きは権限委譲に見え

ても「丸投げ」では旨く行かない。組織全体に関わる事柄について、社長と同等の権限がなければ

結局は「上にお伺い」が発生し、意思決定の速度が上がらない。十分なリソース（特に人材）がない

と作業が進まない。 

 

何のために行なうのかが納得できないと、単なる作業になり、成果に無頓着になるなどの弊害が

発生する。ISO9001 では特にトップマネジメントの関わりを重視している。経営者が「ISO9001 に向

き合う」と言う強いメッセージが必要になる。 

 

 

 

  



【品質方針はみんなで作ろう】 

 

●社員が納得することが大事 

 

品質方針がある程度抽象的になることは避けられないが、あまりに抽象的であると、その普遍性

により納得性は高くなるが理解度は人によりばらつく。これは後で作成する品質目標に質の差を生

じさせる。その結果品質目標達成のための実施計画策定に大きなばらつきが出ることになり、組織

としての活動の一貫性が損なわれる。 

 

もしこれから品質方針を作成するのであれば、社員が自ら作ることを勧める。 

なぜならば、社員が自ら作成するのであれば彼らがそれを実現することに労をいとわないと考えら

れるからだ。 

ヒトのお仕着せではない自らの言葉を探すことは組織の将来を盤石なものにすると信じる。 

 

●自分たちの言葉で表現すること 

 

「わが社はお客様に支持される製品を作り続けることを約束する」でも構わない。 

審査では、個々の箇条の文言が入っていないと不適合としていた時代はすでに過去のものと考え

ている。箇条で求めていることはごく常識的なことなので、それが含まれないはずはない。と宣言す

ればよい。要は自分の言葉で紡ぐことだ。 

 

とはいえ注意点もある。「0.1 一般」では 

 

この規格は，次の事項の必要性を示すことを意図したものではない。 

－様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化する。 

－文書類をこの規格の箇条の構造と一致させる。 

－この規格の特定の用語を組織内で使用する。 

 

としている。 

審査に当たっては、どうしても規格の用語を使うこともあるが、原則は組織側が決めることである。 

したがって、経営方針をそのまま品質方針とすると言うことに異議を唱えるつもりはない。 

初めて ISO9001 に向き合うときには、まずは経営方針をそのまま使ってはどうだろうか。 

定期的に改訂してゆくことも有益である。 

 

 

 



（参考：本田技研） 

社是 

わたしたちは、地球的視野に立ち、世界中の顧客の満足のために、質の高い商品を適正な価格

で供給することに全力を尽くす。 

基本理念 

人間尊重（自律、平等、信頼） 

三つの喜び（買う喜び、売る喜び、作る喜び） 

運営方針 

1. 常に夢と若さを保つこと。 

2. 理論とアイデアと時間を尊重すること。 

3. 仕事を愛し、コミュニケーションを大切にすること。 

4. 調和のとれた仕事の流れを作り上げること。 

5. 不断の研究と努力を忘れないこと。 

 

●合宿、キックオフィミーティングの薦め 

 

多くの会社では、何かことを始めるときにはプロジェクトとしてチームを編成することが多い。 

プロジェクトのキックオフでは、リーダーが「開始」を宣言するとともに、共通の土台となる「方針」

を明らかにすることが常識だろう。 

品質方針は方向性を示すのであるから、最初のメッセージ伝達は経営者がすべきである。それ

は単に文言だけでなく、その思いまでを説明すべきであろう。 

 

企業理念・経営理念  

目指す世界・ビジョン  

達成するための手順  

品質マネジメントシステムの役割  

品質方針  

 

 はたして、上記の表を埋めることはできるだろうか。まずは取り組んでみて欲しい。 

 

 

 

 

  



第 2 章 品質目標 

 

【品質目標はシンプルに作ろう】 

 

●審査の場面で困ること 

 

（1）過剰な品質目標 

 ISO9001 の認証に当たっての審査では、活動の起点である「品質目標」について尋ねることが多

い。そうした中で、審査部門の単位（例えば課の単位）で目標を多数立てていることがある。設定し

ている以上、全ての品質目標が対象となるのだが、組織規模が小さいのに全社的な基準だからと

云って多くのセグメントでの目標を立てているところもある。人数が少なく、限られた活動しかしてい

ないところに過剰な品質目標を求めるのは無理がないだろうか？ 

 

（2）日常業務を記載した品質目標 

品質目標を突然作ろうとすると、目の前にある問題を解決するための「タスク（あるいは作業）」を

記載してしまいかねない。したがって、これは「作業内容ですね」という指摘を受けかねない。 

 

なれないときにはまずはシンプルに考えよう。 

つまり、品質方針にもとづいて品質目標を作成することをしっかり行なう。品質方針は全社共通

なのだから、まずは品質目標を全社共通のものを作ってみよう。 

そこから、必要なタスクに落とし込む。その対象がたまたま特定の部署の活動になってもよい。 

 

●規格要求事項は何を言っているのだろうか 

 規格要求事項の最初に以下の文言が含まれている。 

 

6.2.1 組織は，品質マネジメントシステムに必要な，関連する機能，階層及びプロセスにおいて，

品質目標を確立しなければならない。 

 

「機能」、「階層」、「プロセス」とは何か？ 

 

（機能） 

機能については言葉の定義は無く、状況に合わせて使われている。 

組織構造について議論するときには、バリューチェーンで紐付けて話をすることが多い。例えば、

営業、企画、製造、総務、人事などの部門などを指す。また、製品毎あるいはお客様毎に組織化さ

れている「○○製品事業部」といえばわかりやすいだろうか。 



 

（階層） 

階層とは、わかりやすい例としては、事業本部→部→課→係（グループ）などの指示命令系統の細

分化を指す。ISO9000：2015 と言う用語説明の中で、「3.7.1 目標」の注記に以下のようにある。 

 

注記 2 目標は，様々な領域（例えば，財務，安全衛生，環境目標）に関連し得るものであり，様々 

な階層［例えば，戦略的レベル，組織（3.2.1）全体，プロジェクト（3.4.2）単位，製品（3.7.6） 

ごと，プロセス（3.4.1）ごと］で適用できる。 

 

すなわち、組織全体でまとめても良いし、プロジェクト単位でまとめても良いし、製品単位でまとめて

も良いことになる。 

 

（プロセス） 

これは ISO9000：2015 に以下のように定義されている。 

 

3.4.1 プロセス（process） 

インプットを使用して意図した結果を生み出す，相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。 

注記 1 プロセスの“意図した結果”を，アウトプット（3.7.5），製品（3.7.6）又はサービス（3.7.7）のい

ずれと呼ぶかは，それが用いられている文脈による。 

注記 2 プロセスへのインプットは，通常，他のプロセスからのアウトプットであり，また，プロセスから

のアウトプットは，通常，他のプロセスへのインプットである。 

注記 3 連続した二つ又はそれ以上の相互に関連する及び相互に作用するプロセスを，一つのプ

ロセスと呼ぶこともあり得る。 

注記 4 組織（3.2.1）内のプロセスは，価値を付加するために，通常，管理された条件の下で計画さ

れ，実行される。 

注記 5 結果として得られるアウトプットの適合（3.6.11）が，容易に又は経済的に確認できないプロ

セスは，“特殊工程（special process）”と呼ばれることが多い。 

注記 6 この用語及び定義は，ISO/IEC 専門業務用指針－第 1 部：統合版 ISO 補足指針の附属

書 SL に示された ISO マネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つを成す。た

だし，プロセスの定義とアウトプットの定義との間の循環を防ぐため，元の定義を修正した。 

また，元の定義にない注記 1～注記 5 を追加した。 

 

 従って、品質方針と関連し意図した成果を出すために管理すべきものとして、Input（経営資源の

管理）、Activity（活動の管理）、Output（成果の管理）のどれを対象とするのかを意識する必要があ

る。 

 



●全ての部門、全ての製品を対象にしろとは言っていない 

 

品質目標の展開は様々なレベルにおいて考慮することが必要ではあるが、全てを対象にしろとは

言っていない。戦略的に「必要」を判断したもので良い。（注記：なぜ判断したかの説明は必要） 

 

規格要求事項では「品質マネジメントシステムに必要な，関連する」と書いてあるので、何が必要な

のかを考え、その所管をどこに任せるのかを考える必要がある。そのレベル感は様々であろう。全

ての階層、全ての機能、全ての Input-Process-Output で監視すると云うことを決定することは否定

しないが、それはもっと QMS が成熟してからで良いだろう。 

 

一つの例として掲げるので参考にして欲しい。 

 

品質方針：お客様から高い信頼を獲得する 

品質目標：納期遅延を起こさない 

展開部門：製品実現に関わる各部門 

 

●品質目標を達成したかどうかの指標は考えること 

 

一方で、おざなりになっている傾向のあるものに「b) 測定可能である。」がある。 

 測定可能であることを求めているのは「品質目標」についてである。それを達成するための計画

ではない。審査時に「スケジュール」が審査員と組織側でもめるのはこの点にある。スケジュールが

計画であるならば、それとは別に品質目標が設定されなければならない。審査員側は、品質目標と

それを達成するための指標を求めるし、組織側はスケジュール通りにタスクを進めることが品質目

標なのでこれが進行通りに進むことが指標になる。スケジュール通りにタスクを進めるために準備を

することが計画であると主張する。 

 いずれが正しいのかを議論することは正しくない。組織がそう決めたのであればそれで良い。た

だし、結果として品質方針に定めたことが満たされていたかを自覚しなければならない。 

 

では測定可能とは何を求めているのだろう。それは指標性を求めていることだと思う。 

 指標性については、必ずしも数値化されている必要は無い。「こういう状態であることを皆で確認

する」程度のものでも良い。ただし、それはどこの状態の指標かを明らかにしておく必要がある。 

 指標についての考え方の一例を下記に示すので参考にして欲しい。 

 

アウトカム 
顧客の信頼、製品の品質の向上はどう

なったのかの把握 

顧客との継続取引、受注量の拡大ある

いは継続 

原価率低減による利益率の向上 



アウトプット 
提供している製品に関する量としての

把握 

生産量、不良率、歩留まり率、リードタイ

ム 

プロセス 
製品の品質向上のために行っている

活動の把握 

QC 活動、安全パトロール、生産計画の

遵守、お客様への訪問回数、生産設備

の点検率 

ス ト ラ ク チ

ャー 

製品実現のために準備すべき経営資

源の把握 

教育訓練の実施、最新製造設備への移

行、労働安全の向上、５S 

 

 

  



【品質目標に関する審査トラブルを避ける】 

 

●スケジュールをこなすことは目標ではないと言う声 

 

「QMS に関する活動スケジュールを記載して、その進行が予定通りであれば達成されているの

で、100％達成していると見なす、と言う考え方は規程に抵触するのか？」と尋ねられたことがある。 

尋ねた相手は、経営コンサルタントをしていて、彼のお客さんに相談された内容だ。詳細は省くが、

「スケジュールを達成することが品質目標ではない理由はない」ということで回答した。 

 

審査員は単なるスケジュールは品質目標とは認められないという趣旨だったようだ。気持ちは分

からないでもない。スケジュールをこなすことには工夫をする必要は無く、単なるタスクにしかすぎな

いというものだったのだろう。 

 

●審査のトラブル・あるある 

 

 品質目標を対象として不適合にすることはまずない。仮に「品質方針」と「品質目標」が同じであっ

ても、これを持って不適合とはしない。とはいえ、規格要求事項が求めているあるべき姿に抵触す

る恐れもある実装も有り悩むところだ。 

 

（1）あるべき姿 

 規格要求事項には下記の図が掲載されている。 

 



 

 

 下記に注意する必要がある。 

 

①計画は、顧客要求事項を満たす製品を提供し顧客満足の向上につなげる活動の起点になる。 

②従って、計画は、そのあとの「資源の整備」「製品実現」の具体的な活動指針にならなければなら

ない 

③意図した成果が出ないのであれば、計画通りに活動できなかった、計画通りに活動したが効果

が十分ではなかったなどの振り返りにつながるようにしなければならない。 

 

そうした視点で見ると、下記の様なケースは不適合ではないものの、取り扱いに困ってしまう。 

 

抽象的すぎてゴールが

分からない 

「社会に貢献する」「お客様の信頼を得る」などは間違ってはいないが、

「では、どのような状態になれば、それが達成されたと見なすのです

か？」という質問をすると、言いよどんでしまうことが多い。それでは、目

標が達成できたかどうかは分からないし、中間の状態も分からない。 

業務のルーティン作業

が記述されている 

定期的な営業会議、人事部開催の研修会への参加、年に 1 度の内部

監査の実施、などあらかじめスケジューリングされているものを記述して

いる場合、余程のことが無い限りそのまま実施されることになる。こうした

品質目標は、それが達成されたとして「何がどう変わるのか」が分から



ず、極端な話、目標を設定しようがしまいが実施されるので振り返りの材

料にはならない。 

達成できそうもないゼ

ロという視点での目標 

例えば、「工場内事故ゼロ」「歩留率 100％」「顧客クレームゼロ」など「ゼ

ロ」を目標としている場合には注意が必要である。仮に、期間内に達成し

ていようが、事故が発生する、顧客からクレームが来るなどすれば突然

未達になる。では未達になったらどうするかと云えば、これからも努力し

ますになる。いわゆる PDCA の枠組みには入れにくい。むしろ、達成が

求められるので隠蔽する恐れさえある。 

指標が KGI であり結果

でしか管理できないも

の 

KGI とは Key Goal Indicator の略で、わかりやすく云えば、結果を指標と

することを指す。代表的なものでは「売上」があるだろう。KPI も似た側面

があるが、結果（売上などの業績）ではなく結果を導き出すパフォーマン

ス（例えば、リピート率や納期順守率）であることが違う。最も異なるのは、 

・成果そのものを指標にしてしまうと、終了してでしか評価できない。 

・そのため、途中での行動の修正ができなのでコントロールできない 

という欠点がある。 

  

 

●説明できるようにしておく 

 

 貴方が管理者で、課の目標として「無断欠勤を無くします」「遅刻をなくします」と言われたらどうす

るでしょう。その部署の実情を知らなければ「えっ？なんでそんな目標にしたの？」と聞くでしょう。 

 私たち審査員も同じです。 

①その目標を導き出した背景は何か 

 品質目標は、組織の状況と利害関係者の要求、リスクとそれを回避する必要性から導き出します。

それがないのにいきなり「品質目標」では納得できません。 

②それが達成されると何が変わるのか 

 その品質目標が達成されると、今抱えている問題がどのように解決されるのか。今までと同じこと

を繰り返しているとしたら、その効果はどのように考えるのか。それが説明できないと、品質目標の

存在意義は見いだせない。たとえば、始業時にその日の連絡事項を確認する朝礼をしたとしても、

それはいつもやっていることで有り、何かを改善するためという意義は見いだせません。 

③品質目標を達成するための資源の整備（箇条 7）、活動の高度化（箇条 8）につながるのか？成

果を指標化してしまうと、こうした品質目標→計画→活動というサイクルにつながりません。 

 

●タスクやスケジュールであっても品質方針との整合性、あるいは顧客満足などの目的

性があれば良い 

 

 「タスク」や「スケジュール」を品質目標にする場合には注意が必要だ。 「タスク」や「スケジュール」

は実施されることが 100％補償されていることが多い。そのため、これが達成されたとしても、

ISO9001 で求めている改善へのアクションに結びつかない恐れがあるからだ。例えば、「毎年、内

部監査を実施する」という目標を掲げ、実際「毎年、内部監査を実施された」として、品質向上につ



ながるかどうかが分からなくなる。実施したかどうかではなく、実施した結果、何かが変わるのかに

着目した方が良い。 

 

 その何かとは、品質向上であったり顧客満足度であったり、組織能力かもしれない。品質方針と

の整合性も配慮しなければならない。なぜなら、規格では品質目標は品質方針から展開されことが

期待されるからである。 

 

以下のような例で文脈が説明できるように工夫してみようみよう。（注意：あくまで例） 

 

1．営業会議を毎月開催する 

お客様の要望は毎回同じなのだろうか。来月の受注状況を知らずに生産計画を立てられるだろ

うか。営業だけが知っていれば済む話でもなく、他の顧客のことを知らなくて良い話でもない。一ヶ

月に 1 度というのが短いのか長いのかは分からない。日常の情報交換は密に行なっているかもし

れない。それでも、相互に確認する機会は定期的に儲ける必要がある。 

これにより、品質事故を未然に防げているのであれば、こうした会議の定期開催は意味がある。 

 

2．納期順守（スケジュールの順守）ができていること 

お客様の製品は多くのパーツで構成されている。そのうちの一つでも調達できなければ製造中

止に追い込まれる。当社の部品もその重要なパーツの一つである。納期順守は必須で有り、スケ

ジュール通りに製造ラインが動いていることが重要である。品質目標で「製造計画の順守（1 月の

生産量●●の達成）は十分品質目標にふさわしい。 

 

3．研修の定期開催 

組織能力を高めるためには人材の質の向上が欠かせない。知識・技術だけでなく、思考能力判

断力、チーム運営力などテーマは多彩である。毎月、テーマを決めて研修を実施している。年初に、

社外研修の一覧表を示し、希望者に対応する。 

 

 

 

【箇条 6.2に関する誤解】 

 

●品質目標という文書を作れとはいっていない 

 小規模企業の担当者に 

・我が社は全社の活動を年初に「事業計画」という形で、その年の目標と各部門での活動計画を立

てています。 



・以前来た審査員に「品質目標がどれか分からないので“品質目標”と言う言葉を入れてくださいと

言われた。 

・そのため、「品質目標」という文書を別途作っている、無駄なのでやめたい。 

と言われたことがある。以前どんなやりとりが在ったのか分からないので、そのことについては触れ

られないが、少なくとも以下は指摘できる。 

 

0.1 一般 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの

ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

・・・ 

この規格は，次の事項の必要性を示すことを意図したものではない。 

－様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化する。 

－文書類をこの規格の箇条の構造と一致させる。 

－この規格の特定の用語を組織内で使用する。 

 

 すなわち、品質目標の要件が満たされていれば、それはどんな呼び名でもかまわないと云うこと

だ。では、規格要求事項では何を求めているのだろうか？ 

 

6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定 

6.2.1 組織は，品質マネジメントシステムに必要な，関連する機能，階層及びプロセスにおいて，

品質目標を確立しなければならない。 

品質目標は，次の事項を満たさなければならない。 

a) 品質方針と整合している。 

b) 測定可能である。 

c) 適用される要求事項を考慮に入れる。 

d) 製品及びサービスの適合，並びに顧客満足の向上に関連している。 

e) 監視する。 

f) 伝達する。 

g) 必要に応じて，更新する。 

組織は，品質目標に関する文書化した情報を維持しなければならない。 

 

 すなわち、それがどんな名称であろうと、a)～g)が満たされていることが説明され、それが十分納

得できることであれば不適合ではないし、修正する必要も無い 

 

●「品質目標及びそれを達成するための計画策定」をどう管理するかは規定していない 

 



品質目標は要件（箇条 6.2.1）を満たしているのであれば、どのような名称、あるいは内容であっ

てもかまわない。また、それを実行するための計画は、どのような形式でもかまわない。 

 ただし、計画は以下の要件が満たされることを求めているので、これにしっかり対応することが必

要になる。 

 

6.2.2 組織は，品質目標をどのように達成するかについて計画するとき，次の事項を決定しなけれ

ばならない。 

a) 実施事項 

b) 必要な資源 

c) 責任者 

d) 実施事項の完了時期 

e) 結果の評価方法 

 

 こうした文脈で考えると、単に毎月営業会議を開催するというのが、何か意味があり、その成果が

何かの指標で計れるのであれば問題は無いので、そうした説明ができるようにして欲しい。 

 ただし、目標と計画というものを分けて考える場合もあるので注意して欲しい。下記も参考にして

欲しい。 

 

（1）イベントの特別の準備が必要な場合 

当社は毎年秋に新製品発表会を実施し、内外に技術力の高さと革新性をアピールして他社へ

の優位性を示す（方針） 

秋に向けて〇〇の発表を行う（目標） 

マイルストーン（計画）は下記の通り 

 〇〇の製品化のめどを立てる（○○の試作品を 8 月までに作成する） 

 発表会の場所、招待客、イベントの開催計画を策定する（招待状発送を 9 月に実施） 

 アピールポイントを整理し当社の優位性を確定する（イベント用の資料作成を 9 月までに実施） 

 

（2）新設備の導入 

 生産性向上、新製品の製造のために新しい製造機械を導入し、今年度中に稼働させる。（品質

目標） 

 そのために下記を実施する。 

●工場内での設置場所の確保と電源などの調整（インフラストラクチャー） 

●新設備を使いこなせる人員の確保、教育（力量） 

●生産計画の作成（箇条 8.1） 

●新設備に対応した設計方法の変更など（設計・開発） 

●アウトソース先の変更 



●製造プロセス、監視プロセスの変更 

こうしたことが、一連の流れとして確認できることが必要になる。 

 

単に箇条 6.2 で閉じられるわけではないので注意してほしい。 

 

●箇条を読んでいないことによる誤解 

 

 「スケジュールは品質目標ではない」という審査時でのやりとりを詳しく聞いていると、どちらも「規

格要求事項」に基づかない話をしていることがある。解釈論以前の価値観で話をしていてはお互い

の合意は得られない。正しいかどうかではなく適合しているかどうかを議論しなければならない。 

 実際に審査に望み、インタビューなどを通してお客さんの活動を確認しますが、かなりの確率で

「規格は読んだことがない」管理者がいます。では彼らは何に依拠しているのかというと、市販の解

説本やコンサルタントの作る資料に頼っています。それが間違っているわけではないのですが、部

分的な解釈にとどまる、都合の良いように解釈する等を引き起こし、整合性のとれない活動になっ

てしまうことがままあります。 

 「それは何のためにやっているんですか？」という問いに答えられないと、その活動が意図した成

果を上げているかが分からず、形がい化した制度になりかねません。 

 

●面倒でも「品質目標」を規格ではどのように記載されているかを確認して欲しい 

 

■用語 

 規格本文には下記が記載されている 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。こ

の引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JIS Q 9000:2015 品質マネジメントシステム－基本及び用語 

注記 対応国際規格：ISO 9000:2015，Quality management systems－Fundamentals and 

vocabulary（IDT） 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS Q 9000:2015 による。 

 では、用語としての品質目標はどのように記載されているのだろうか？ 

 面倒でも、声に出して読んでほしい。 

 

（1） 3.7.2 品質目標（quality objective） 

品質（3.6.2）に関する目標（3.7.1）。 

注記 1 品質目標は，通常，組織（3.2.1）の品質方針（3.5.9）に基づいている。 



注記 2 品質目標は，通常，組織（3.2.1）内の関連する機能，階層及びプロセス（3.4.1）に対して規

定される。 

 

 ➡品質目標は品質方針に基づいていること 

 

（2）3.6.2 品質（quality） 

対象（3.6.1）に本来備わっている特性（3.10.1）の集まりが，要求事項（3.6.4）を満たす程度。 

注記 1 “品質”という用語は，悪い，良い，優れたなどの形容詞とともに使われることがある。 

注記 2 “本来備わっている”とは，“付与された”とは異なり，対象（3.6.1）の中に存在していることを

意味する。 

 

（3）3.10.1 特性（characteristic） 

特徴付けている性質。 

注記 1 特性は，本来備わっているもの又は付与されたもののいずれでもあり得る。 

注記 2 特性は，定性的又は定量的のいずれでもあり得る。 

注記 3 特性には，次に示すように様々な種類がある。 

a) 物質的（例機械的，電気的，化学的，生物学的） 

b) 感覚的（例嗅覚，触覚，味覚，視覚，聴覚などに関するもの） 

c) 行動的（例礼儀正しさ，正直さ，誠実さ） 

d) 時間的（例時間厳守の度合い，信頼性，アベイラビリティ，継続性）  

e) 人間工学的（例生理学上の特性，人の安全に関するもの） 

f) 機能的（例飛行機の最高速度） 

 

 ➡ 品質が様々な見方ができることに留意 

 

（4）3.7.1 目標（objective） 

達成すべき結果。 

注記 1 目標は，戦略的，戦術的又は運用的であり得る。 

注記 2 目標は，様々な領域（例えば，財務，安全衛生，環境目標）に関連し得るものであり，様々

な階層［例えば，戦略的レベル，組織（3.2.1）全体，プロジェクト（3.4.2）単位，製品（3.7.6）ごと，プ

ロセス（3.4.1）ごと］で適用できる。 

注記 3 目標は，例えば，意図する成果，目的，運用基準など，別の形で表現することもできる。ま

た，品質目標（3.7.2）という表現の仕方もある。又は，同じような意味をもつ別の言葉［例狙い（aim），

到達点（goal），標的（target）］で表すこともできる。 

注記 4 品質マネジメントシステム（3.5.4）の場合，組織（3.2.1）は，特定の結果を達成するため，品

質方針（3.5.9）と整合のとれた品質目標（3.7.2）を設定する。 



注記 5 この用語及び定義は，ISO/IEC 専門業務用指針－第 1 部：統合版 ISO 補足指針の附属

書 SL に示された ISO マネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つを成す。元

の定義の注記 2 を変更した。 

 

 ➡ 様々な表現方法があること。したがって、「あらねばならない」というものは本文に記載されて

いる要件だけになる。 

 

 

  



【経営活動の一環として品質目標を展開して欲しい】 

 

●経営活動とは何か 

 一言で言えば、経営資源の再生産と極大化である。 

 すなわち、経営資源（ヒトモノカネなど）を投入し、生産活動を行い、得られた成果を成長につな

げるために経営資源の拡大と再分配を行なうことになる。 

 

 

 従って、マネジメントシステムの目的は、こうした経営活動に寄与することである。それは、規格要

求事項の最初の一文を踏襲することになる。 

 

0.1 一般 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの

ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

 

では戦略はどのような枠組みで考えるべきであろうか？ 

 もちろん、様々な考え方があるが、少なくとも上位概念と下位概念との位置づけを整理しておく必

要はなる。 

 



 

 

●経営活動はリスクを考慮すること 

 

 経営戦略をたて経営計画に落とし込むときには、会社後置かれている状況を自分の都合の良い

ように会社してはならない。そんなことをすれば、会社の経営は運任せの博打になってしまう。 

たしかに品質方針は何をなしたいのかという希望を立てればよい。ある程度戦略も同様である。

しかし、達成しなければならない目標ということになると、その阻害要因や不確定要素を排除するこ

とを想定しないといけない。品質目標は直面するリスクにどう対応するのかの指針になる。例えば、

「原材料の安定調達」などになるだろう。 

 

 リスクを考慮すると云うことは規格要求事項にも明示的に示されている。 

 品質目標についての要求事項は「6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定」に記載さ

れているが、「6.計画」の最初は、「6.1 リスク及び機会への取組み」が記載されている。その中で、

下記に示すように改善を求めている。 

 

6.1.1 品質マネジメントシステムの計画を策定するとき，組織は，4.1 に規定する課題及び 4.2 に

規定する要求事項を考慮し，次の事項のために取り組む必要があるリスク及び機会を決定しなけ

ればならない。 

a) 品質マネジメントシステムが，その意図した結果を達成できるという確信を与える。 

b) 望ましい影響を増大する。 



c) 望ましくない影響を防止又は低減する。 

d) 改善を達成する。 

 

 ではリスクはどのような枠組みで考えるべきであろうか。これも規格要求事項として記載があるの

で確認しておこう。 

 

0.3.2 PDCA サイクル 

 Plan：システム及びそのプロセスの目標を設定し，顧客要求事項及び組織の方針に沿った結

果を出すために必要な資源を用意し，リスク及び機会を特定し，かつ，それらに取り組む。 

 Do：計画されたことを実行する。 

 Check：方針，目標，要求事項及び計画した活動に照らして，プロセス並びにその結果として

の製品及びサービスを監視し，（該当する場合には，必ず）測定し，その結果を報告する。 

 Act：必要に応じて，パフォーマンスを改善するための処置をとる。 

 

0.3.3 リスクに基づく考え方 

組織は，この規格の要求事項に適合するために，リスク及び機会への取組みを計画し，実施する

必要がある。リスク及び機会の双方への取組みによって，品質マネジメントシステムの有効性の向

上，改善された結果の達成，及び好ましくない影響の防止のための基礎が確立する。 

 

厳密にいえば、6.1 で取り上げる「計画」と、6.2 で取り上げる「品質目標とそれを達成する計画」は

同一のものではないかもしれない。しかし、文脈からすれば、マネジメントシステムで最初に取り組

むべき課題として計画を上げている以上、6.1 の計画に品質目標を達成するための計画が含まれ

ていることは当然のこことして考えた方が良い。 

 

下記も参考にして欲しい 

 

JIS Q 9001：2015(ISO 9001：2015) 品質マネジメントシステム－要求事項 解説 

e) リスク及び機会への取組み 6.1 で組織の状況を踏まえてリスク及び機会を明らかにし，これに対

する取組みを品質マネジメントシステムと統合すること，並びに取組みの有効性を評価することを

求めている。ここでいうリスクとは不確さの影響であり，例えば，事業環境の変化，設備の異常など，

発生するかしないかは未確定である現象が，品質マネジメントシステムに及ぼす影響である。一方，

機会とは，目的を達成するのによい状況・時期である。例えば，規制緩和による市場の拡大，設備

更新など，取り組めば目的達成に近づく状況・時期を意味する。この要求事項の強化は，品質マ

ネジメントシステムの計画を十分検討せず，不適合が発生すれば再発防止を行えばよいといった

考え方をしてきた組織に対して，計画機能の充実を求めたものである。 

 



●いろいろなものとの整合性を配慮してほしい 

 

（1）品質方針と整合している 

 規格の 6.2.1a)に記載されている。たまたま作成した品質目標が品質方針と整合しているかを後

付でチェックすることを求めてはならない。そんなことをすれば、品質方針を達成するためにすべき

ことにモレヌケができてしまう。品質方針を達成するための戦略的枠組みの内、何が今できて今で

きないかを決めておかなければ、明日しなくてはいけないことが分からなくなる。 

 例えば、「定期的な営業会議」を取り上げるのであれば、以下のような建付けが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

  



【品質目標を毎年見直せとはっていない。それでも・・・】 

 

●毎年同じ品質目標だからと云って不適合にはならない 

当然のことだが、規格には毎年、品質方針や品質目標を見直せとはどこにも書いていない。

事業環境も変わらない、顧客要求事項も変わらない、事業を左右するリスクもないと言う

ことであれば、変える必然性はないかもしれない。しかし、品質目標を設定し、改善を行

い、顧客満足度を上げるという意味では、下記を配慮して欲しい。 

 

①活動の結果、意図した結果なのかどうかを見ること。特に未達になっているかどうか？ 

②それは、計画ですべきことをしていないのか、あるいは不十分だったのか 

③不十分だとしたら、計画に無理があったのか 

④計画ですべきことをしていたのであれば、計画策定での前提条件が間違っていたのか 

こうしたことを検証し、品質目標が妥当だったのか、それを達成するための計画が妥当だ

ったのかなどを評価しなければ、また同じことを繰り返してしまうことになる。それを策

定のであれば、見直すことを進める。 

 

●お祈りは品質目標にはならない 

 

「工場事故ゼロ」 

「不良品率ゼロ」 

「歩留率 100％」 

「ソフトウエアサービスの出荷後バグゼロ」 

などは、目指すものとしては問題無い。しかし、こうした目標は以下のような問題が発生する。 

・達成が困難すぎて、未達であることが必然になる。しかも、達成／未達成の 2 値になり、途中の評

価がない。 

・達成の程度を評価できないために、できたかどうかの結果論になり、改善に結びつかない。 

・ゼロイチの目標は達成できなければダメということになり、最悪都合の悪い情報をエスカレーショ

ンしないというドライブを助長しかねない。 

 

 理想的な姿を描くことは間違っていない。しかし、それは理念に近いものになる。品質目標は、そ

れを実現するためのアプローチであるべきであろう。 

 

◇品質方針は「戦略に基づき経営理念を実現するための約束」すなわち、社会、顧客、社員など

の利害関係者に何を約束するのか。 

◇品質目標は「品質方針で示した世界を実現するためにどのような施策を選択したのかを示したも

の」である。 



 

 文脈として、顧客からの製品に対する信頼を高める（方針）為に「不良率 0.001％以内にする」せ

いぜい、「不良率ゼロを目指す」程度だろう。 

 品質目標の表現についても見直して欲しい。 

 

●できることから組み立てないだろうか 

 

戦略→方針→目標→活動 という流れが維持されているだろうか。 

できる活動を積み上げて品質目標にしてはならない。さもないと、都合の良い自分たちに負荷がな

いものを選んでしまう。品質目標（品質目標を達成するための計画ではない）はそれが達成された

かどうかを評価しなければなりません。「測定可能」とは、第三者が見ても合理性のある結果として

みることができるかです。これができなくなります。 

また目標とそれを達成するための（活動）計画は別次元のコンセプトです。混同しないことが求めら

れます。 

 

●業務を目標にするときには審査時にもめることがある 

 

審査の場面で「毎月の全体会議を行う」「〇〇月に納品する◇◇を予定通りに生産する」「〇〇

月のイベント（内部監査）を実施する」といったものを見ることがある。 

当然不適合ではない。しかしと考える。 

これが達成されると、品質方針の何がどう達成されるのだろう。業務をそのまま確実にしても、未来

が変わるわけではない。未来に何もかかわらない戦略も方針も存在するとは思えない。 

 

 

 

 



下記を参考にして欲しい。 

 

9.1.3 分析及び評価 

組織は，監視及び測定からの適切なデータ及び情報を分析し，評価しなければならない。 

分析の結果は，次の事項を評価するために用いなければならない。 

a) 製品及びサービスの適合 

b) 顧客満足度 

c) 品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性 

d) 計画が効果的に実施されたかどうか。 

e) リスク及び機会への取組みの有効性 

f) 外部提供者のパフォーマンス 

g) 品質マネジメントシステムの改善の必要性 

注記データを分析する方法には，統計的手法が含まれ得る。 

 

効果的であるかを何で測るのかを最初に決めていること。さもないと、結果を都合の良いように解釈

することになり、改善の機会を失う。 

 

9.3.2 マネジメントレビューへのインプット 

マネジメントレビューは，次の事項を考慮して計画し，実施しなければならない。 

a) 前回までのマネジメントレビューの結果とった処置の状況 

b) 品質マネジメントシステムに関連する外部及び内部の課題の変化 

c) 次に示す傾向を含めた，品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性に関する情報 

1) 顧客満足及び密接に関連する利害関係者からのフィードバック 

2) 品質目標が満たされている程度 

3) プロセスのパフォーマンス，並びに製品及びサービスの適合 

4) 不適合及び是正処置 

5) 監視及び測定の結果 

6) 監査結果 

7) 外部提供者のパフォーマンス 

d) 資源の妥当性 

e) リスク及び機会への取組みの有効性（6.1 参照） 

f) 改善の機会 

 

品質目標を達成したかどうかではなく「品質目標が満たされているか」をどう評価するのかをあら

かじめ決めており、それを監視測定していること。PDCA の基本である。 

 



 

  



第 3 章 品質マニュアル 

 

【品質マニュアルとは何か】 

 

●初めて聞く「品質マニュアル」という言葉 

 

 ISO9001 の規格改正が行なわれて数年がたつ。ごく稀にだが、最近 ISO9001 の事務局を担うこ

とになった方から「品質マニュアルって何ですか？」と聞かれたことがあった。 

 

 ISO9001 の認証にのぞむときには、認証機関から「品質マニュアル」もしくはそれに準ずるものを

求められることがある。しかし、これから認証取得を行なう組織では「品質マニュアル」という言葉に

戸惑うかもしれない。ISO9001:2015 には「品質マニュアル」という言葉は出てこない。そのため、「品

質マニュアル？」と云うことになりかねない。 

 

「品質マニュアル」という言葉は ISO9001 の 2008 年度版に登場している。 

 

組織は、次の事項を含む品質マニュアルを作成し、維持しなければならない。 

a）品質マネジメントシステムの適用範囲、除外がある場合には、除外の評価、及び除外を正当とす

る理由。 

b)品質マネジメントシステムについて確立された“文書化された手順”又はそれらを参照できる情報 

c)品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係に関する記述 

 

中野注記：a)、ｂ）、c)は要件の必須部分であり、その他は組織側が作成してもよく、規格との対比が

確認できれば良いことになる。 

 

この品質マニュアルという言葉は 2000 年版と 2008 年版のみに出てくる。ISO9001 へ定期的にそ

の内容が見直され、前の版は 2008 年度版になる。現在は 2015 年度版になるが規格本文には

「品質マニュアル」という言葉は出現しない。 

 

2015 年版の規格に付随する説明として品質マニュアルについては下記が併記されている。 

 

JIS Q 9001:2008 では，“文書”，“文書化された手順”，“品質マニュアル”，“品質計画書”などの

特定の用語を用いていたが，この規格では，“文書化した情報を維持する”という要求事項として

規定している。（ISO9001:2015 より） 

 



●品質マニュアルに対応する要求事項 

 

つまり「品質マニュアル」とは何かという定義はなくなったことになる。では、ISO9001:2008 年版の

「品質マニュアル」に対応する要求事項は何に該当するのかと云えば、おそらくは下記が関連する

と考えられる。 

 

4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス 

4.4.1 組織は，この規格の要求事項に従って，必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む，品

質マネジメントシステムを確立し，実施し，維持し，かつ，継続的に改善しなければならない。 

組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織全体にわたる適用を決定し

なければならない。また，次の事項を実施しなければならない。 

a) これらのプロセスに必要なインプット，及びこれらのプロセスから期待されるアウトプットを明確に 

する。 

b) これらのプロセスの順序及び相互作用を明確にする。 

c) これらのプロセスの効果的な運用及び管理を確実にするために必要な判断基準及び方法（監

視，測定及び関連するパフォーマンス指標を含む。）を決定し，適用する。 

d) これらのプロセスに必要な資源を明確にし，及びそれが利用できることを確実にする。 

e) これらのプロセスに関する責任及び権限を割り当てる。 

f) 6.1 の要求事項に従って決定したとおりにリスク及び機会に取り組む。 

g) これらのプロセスを評価し，これらのプロセスの意図した結果の達成を確実にするために必要な

変更 

を実施する。 

h) これらのプロセス及び品質マネジメントシステムを改善する。 

4.4.2 組織は，必要な程度まで，次の事項を行わなければならない。 

a) プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持する。 

b) プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化した情報を保持する。 

 

「品質マネジメントシステムに必要なプロセス」について「プロセスの順序及び相互作用を明確にす

る」ための「文書化した情報」を用意することが求められている。自社のマネジメントシステムがどの

ような構造になっているのかを文書化することは有益になる。「品質マニュアル」という言葉はなくな

っても、該当する文書は用意すべきであろう。 

 

したがって、「品質マニュアル」は要求事項ではなく、単に「認証機関」が「組織の行っている活動と

ISO9001 の活動がどう対比しているのか」の説明を求める資料になっていると理解できる。 

  



【規格をそのまま記載した品質マニュアルの意義】 

 

●「品質マニュアル」の実際 

 

 私が所属している認証機関では、審査に当たっては事前に ISO9001 に関しての品質マニュアル

を提出してもらうことを前提にしています。これは、 

 規格要求事項に対しての網羅性 

 誰がどのような責任で何をするのかの明確性 

を事前に確認し、審査ができるかどうかを確認するためです。 

しかし、その品質マニュアルは、規格要求事項をそのまま裏返しにしたものが多く見られます。 

 

例えば 

（規格要求事項） 

4.1 組織及びその状況の理解 

組織は，組織の目的及び戦略的な方向性に関連し，かつ，その品質マネジメントシステムの意図し

た結果を達成する組織の能力に影響を与える，外部及び内部の課題を明確にしなければならな

い。 

組織は，これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し，レビューしなければならない。 

    ↓ 

（品質マニュアル） 

4.1 組織及びその状況の理解 

組織は，組織の目的及び戦略的な方向性に関連し，かつ，その品質マネジメントシステムの意図し

た結果を達成する組織の能力に影響を与える，外部及び内部の課題を明確にする。 

組織は，これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し，レビューする。 

 

 確かに、規格要求事項に対応しているという姿勢は見せることはできますが、裏付けとなるエビデ

ンスは記載されておらず、「組織」という主語はあるものの「誰が」という具体性は在りません。 

正直に言えば、「マニュアル」ではなく「方針」でしかありません。 

 

 なぜ、このようなことが起きるのでしょうか？ 

 

歴史的な経緯から、2008 年版もしくはその前の 2000 年版に際に遡ることができる。経験が少な

い組織は、コンサルタントの協力を仰ぎながら品質マニュアルを作ることになるが、2000 年当時分

かっている人も少ないので、はやりとして規格要求事項の裏返しの品質マニュアルを作ってしまうこ

とが多かったのではないかと推測される。 

それはそれで仕方が無いと思う。しかし問題もある。 



 

●規格の裏返しであることの功罪 

 

このタイプの品質マニュアルでは、いわゆる手順の記載（誰が、どんな時に、どんな判断基準で、

何を、どのような手順で行い、それをどう確認するのかという５W1H）がない。すなわちマニュアルと

は呼べない宣言のようなものである。そのため、実際の自分たちの活動との対比ができない状態に

なる。 

 

特に、抽象的な要求事項（7.1.4 組織の知識）については、では何をするのかの記載がないため

に「宣言」で終わっている。こうした品質マニュアルは総花的であり、実務には役に立たないものに

なっている。そうなると、業務で品質マニュアルを使うということは考えにくくなる。 

 

マネジメントシステムとは、ある特定の目的のために、組織の機能（部門）、指示命令系統（階層）、

活動基準（作業標準、規定）を定めることであり、一般的には、会社全体や事業、あるいは基幹プロ

セス、間接プロセスという区分で作成され、品質という要件ごとに作成されるものではない。したがっ

て、「品質マニュアル」は「品質」という要件で会社の仕組みを再整理したものである以上、実務の

補助というよりは会社の考え方の伝達のために使用することになる。 

 

そうした前提に立つと、品質マニュアルは 

・社員に対しての品質に対しての取り組みの体系的な説明 

・活動内容の適切性を確認するための根拠（内部監査のチェックリスト） 

に使うことが望ましいといえる。 

 

仮に「品質マニュアル」が規格の裏返しになっているのであれば、上記の目的に使えるように補助

的な文書も作成することが望ましい。そうしないと、たとえ「規格の裏返しの品質マニュアル」の作成

コストが低くても、実務に役に立たない「品質マニュアル」はゴミでしかないと思う。 

 

品質マニュアルは何のためにあるのかを考えること 

 

  



【経営に役に立たない品質マニュアル】 

 

●品質マニュアルはなぜ必要なのか 

 

およそ経営活動に直接にしろ、間接にしろ、あるいは短期的であろうと長期的であろうと経営資

源（ヒトモノカネ、ブランド）の蓄積に寄与しない活動はない。 

従って、「品質マニュアル」はなぜ必要なのかを配慮する必要がある。 

 

例えば 

【対外的には】 我が社は ISO9001 を満たす品質マネジメントを構築している証を見せる 

        特に取引先（親会社を含む）が要請するのであれば効果的である。 

【社内に対して】当社が品質保証をどのように実現しているのかの指針になる。 

        従って教育研修のテキストになることが望ましい。 

【点検の資料】 内部監査などにおいて、管理上の適正さ、モレヌケがないようにする。 

        これにより、不良発生や手戻り防止に有効な活動を担保できる 

などが考えられる。 

 

●位置づけの確認 

 

企業理念、経営理念、経営戦略に関わらない企業活動はない。ISO9001 の認証も何らかの意味

づけがあるはずである。 

ISO9001 の規格要求事項も企業活動との対比がなければならない。規格要求事項が実体としてど

うなっているのかを真摯に考えて欲しい。 

そうしないと、形がい化した活動をすることになる。コスト以下の「お金をドブに捨てる」行為になる。 

 

ISO9001:2015 の最初に以下の記載がある。肝に銘じて欲しい。 

 

0.1 一般 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの

ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

組織は，この規格に基づいて品質マネジメントシステムを実施することで，次のような便益を得る可

能性がある。 

a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して提

供できる。 

b) 顧客満足を向上させる機会を増やす。 

c) 組織の状況及び目標に関連したリスク及び機会に取り組む。 



d) 規定された品質マネジメントシステム要求事項への適合を実証できる。 

内部及び外部の関係者がこの規格を使用することができる。 

 

  



【品質マニュアルの作り方】 

 

●品質マニュアルは割り切ることも重要 

 

審査の場面で、ぶっちゃけのトークで品質マニュアルは 「作れといわれたので作りました」という身

も蓋もない回答をもらうことがある。しかし、それ自体も悪いわけではない。無駄なコストを払ってい

るという自覚があるのならばだが。 

 

第三者認証という枠組みから言えば、組織の規格要求事項への対応を、まったく資料なしで審

査するというのは効率的でないために「品質マニュアル」と同等のものを求めてくる場合がある。そ

の意図は、例えば以下のようなことが背景にあると考えられる。 

 ＱＭＳについて文書化された具体的な手順。様式、帳票など関連文書の引用、又はそれらを

参照できる情報の確認 

 品質マニュアルの構成を、規格の章立てに合わせて作られていない場合には規格の要求事

項が、品質マニュアルのどの項目に相当するかを分かるように表示することで規格の漏れ抜

けを確認する 

したがって、認証機関の都合の場合があるので割り切ることも重要である。 

とはいえ、全く意味の無い品質マニュアルでも困る。コストの無駄であるのだから。なので、最低限

の作り方をここで示す。ただし、中野個人の考え方なので、どこからかクレームが来ても知らないの

でご容赦。 

 

●方針としては実際の活動を明らかにすること 

 

形がい化を防ぐためには実際の業務との対比を明確にしておく必要がある。 

 

認証後の ISO9001 の審査では項番毎に「この規格のこれはどうしていますか？」などと云った方

法は陰を潜め、主に業務プロセスに従ってリスクとそれへの対峙の仕方などで過不足を図ってゆく。

それでも、最終的には個々の規格要求事項への考え方と立証するためのエビデンスを会社として

は準備しておく必要があるだろう。 

 

ISO9001 の認証の取得を目指すのであれば、規格要求事項に対応していることを実証しなけれ

ばならない。少なくとも審査員が適合の確信を得るためのエビデンスを用意できなければならない。 

では、どんなエビデンスを用意すれば良いのだろうか？ 

できれば体系的な取り組みを薦める。 

 



●実務としての例 

 

一つの例として、Exceｌを利用して一覧表にする。その項目構成は例えば以下のようになる。 

 

（1）規格要求事項毎に考える 

（2）受け止め方と具体的な活動 

 規格に対して、当社は経営理念などに照らし合わせどのような活動をしているのかを示す 

（3）根拠となる規範 

 該当する活動についてルールなどの規範があればそれを示す。 

（4）必要とする経営資源 

 経営資源としては、ヒトモノカネ、情報、ブランドなどがある。活動のインプットを示す。 

（5）作成する記録・エビデンス 

 活動の証左になるもの。 

どのように整理するのかに厳密性を求める必要は無い。まずは、規格をどう受け止めるのかを整理

することを勧める。 

 

例えば以下のような整理方法がある。 

 

■規格 

4.1 組織及びその状況の理解 

組織は，組織の目的及び戦略的な方向性に関連し，かつ，その品質マネジメントシステムの意図し

た結果を達成する組織の能力に影響を与える，外部及び内部の課題を明確にしなければならな

い。 

組織は，これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し，レビューしなければならない。 

 

■受け止め方と具体的な活動 

経営の責務としては安定した業績の維持だ。それを妨げる要素は常にアンテナを広げ、組織の課

題とは何かを常に考え、経営幹部にはこれを伝えている。具体的な活動としては下記が上げられる。 

①年度初めには、今年度の経営方針とともに事業戦略なども示している。 

②事業環境の変化には素早く対応しなければならないので、毎月経営会議及び毎週の営業会議

を開き、状況の確認を行なっている。 

 

■根拠となる規範 

ない。 

こうした活動は特に規程などに示すものではなく、当然のように行なう。 

慣習となっている。外部及び内部の課題と言う用語は使っていない。当社を取り巻く状況としてい



る。 

 

■必要とする経営資源 

ニュースソースには、新聞やテレビ、インターネットなどの他、業界団体にも参画しているのでそこ

からの情報も欠かせない。 

 

■作成する記録・エビデンス 

□経営計画書 

□経営会議議事録 

□営業会議議事録 

 

先に示した Excel シートでも良いのですが、会社の文書管理の基準がワード文書であれば、そ

れにそろえておくことも薦めます。 

明確な文書にするのは、お互いの意思疎通をうながし、誤解の無いような状態にするためです。

品質マニュアルも、自社が ISO91001 と言う認証を取得する為にどのような考えで何をしているのか

を社内に示す必要もあります。 

 

  



第 4 章 文書管理 

 

 審査の場面では「文書」に関してもめることも多い。それは多岐にわたるが、主に以下

の要因による。 

 ① 管理すべき文書類が多い 

 ② 何を管理するのかを自主的に決めていない。そのため要不要が判断していない。 

 ③ 規格を素直に読んでいない。勝手に管理文書を増やしている。 

等が上げられる。 

 この章では、こうしたことに対する話題をアドホックに取り上げる。 

 

【文書管理への苦情】 

 

●管理すべき文書が多いと言う苦情 

 

 審査の場面で、文書管理について組織側も審査員側も総じて思うのは文書類の多さだろ

う。かつて（10 年ほど前）は審査というと会場にキングジムのチューブファイルにとじら

れた文書類が壁一面に並べられた時代があった。今では、こうした文書類は電子化されて

いるので、そうした審査場面は少ないが、それでも紙の資料が多いと、確認したい箇所の

文書を探そうとすると苦労する。 

 こうした中で、お客さんの管理者と話をすると「文書が多すぎる」という苦情に出くわ

す。審査員に言われても困るのだが、他にぶつけようがないのだろう。 

 ●なぜ、こんなに文書が必要なのか分からない 

 ●現場では、こんなにたくさん資料を作れといわれても無理だ 

と言う声も聞く。 

 こうした文書の体系を作ったのは、お客さん自身の問題なのだが、彼らだけを責められ

ない。しかしどの範囲を文書にするかは会社が決めることだと言うことは自覚しないとい

けない。規格では以下を求めている。 

 

4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス 

4.4.1 組織は，この規格の要求事項に従って，必要なプロセス及びそれらの相互作

用を含む，品質マネジメントシステムを確立し，実施し，維持し，かつ，継続的に

改善しなければならない。 

組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織全体にわた

る適用を決定しなければならない。 

4.4.2 組織は，必要な程度まで，次の事項を行わなければならない。 



a) プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持する。 

b) プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化した情報を保持す

る。 

 （ISO9000：2015 より） 

 

 従って、管理すべき文書が多いとしても、それを決定したのがお客様自身であれば、そ

の決定プロセスに瑕疵があったことになります。 

 

●誰も見ないと言う苦情 

 

 審査をしていて、もととなる「品質マニュアル」から参照される「規程」を確認し、そ

こで記載されている「手順書」までたどって行くと、“見たことがない”という文書に出

会うことがある。 

 「そんな文書は聞いたことがない。」 

「見たことが無い」 

 「どこに在るか分からない」 

 ということが本当にある。 

 現場で「知っておかなければいけない文書を知らないと云うことはルールの順守ができ

ない」ことにつながるので、そのことを指摘すると、「いや文書はありますから」と、審

査の後で事務方がそれを持ってくることがあり、困ってしまうことも度々ある。 

 

●メンテナンスできないと言う苦情 

 

 審査の場面で多いことの一つに、作成してから一度も改訂されていない文書があること

だ。もちろん、毎年見直せとは言わないが、情報技術の革新や生産設備の更新、組織構造

の変化などを考えると、どうしても定期的な見直しは必要になると思われる。しかし、文

書量が多いので、全部に目を通せないために、何年もそのままにしており、どう見ても文

書管理ができていないものが混ざることがある。 

 事務方は「文書量が多くて見直す時間がとれない」という回答をもらうが、では「それ

を解決するための計画はありますか？」というと、答えに窮することが多い。 

 一歩間違えると、現場で勝手にルールを変えて管理部門が知らないと云うことになりか

ねない。 

 

●審査場面で困る責任の所在が分からない「規定類」 

 

 どこに文書が在るか分からない、あるいは読んだことがない、メンテナンスできていな



いと云うことは、要求事項の下記に抵触する恐れがあります。 

 

7.5.3 文書化した情報の管理 

7.5.3.1 品質マネジメントシステム及びこの規格で要求されている文書化した情報

は，次の事項を確実にするために，管理しなければならない。 

a) 文書化した情報が，必要なときに，必要なところで，入手可能かつ利用に適し

た状態である。 

b) 文書化した情報が十分に保護されている（例えば，機密性の喪失，不適切な使

用及び完全性の喪失からの保護）。 

 （ISO9000：2015 より） 

 

 実際、これが原因で、部署毎に管理プロセスが異なり顧客からのクレームにつながれば

「重欠点」として扱うこともあります。実際に、業務プロセスに支障が出ていなくても、

不適合の恐れがあることは指摘します。 

 

 

  



【管理すべき文書管理が多いという現実】 

 

 実際に、管理すべき文書は少なくはない。これは現実なので、それに向き合う必要があ

る。 

 

●文書管理の歴史的経緯 

 

 文書管理の歴史的変遷も、知っておくと役に立つかもしれない。 

 

■2000 年版、2008 年版の文書化要求 

 

1994 年頃の ISO9000 は、製造業を対象とした「品質保証」の枠組みで有り、その役割範囲に応

じて、ISO9001～ISO9003 まであった。これが「品質マネジメント」を対象として ISO9001:2000 として

再構築された。その時の文書化要求は以下のとおりであった。 

 

（1）文書化の対象 

• 品質方針及び品質目標        （注：この段階では計画は含まれない） 

• 品質マニュアル 

• この規格が要求する“文書化された手順”  （文書と手順については後述する） 

• 組織内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するための、組織が必要とし

た文書 

• この規格が要求する記録  （注：文書と記録は区別している） 

（2）“文書化された手順”とは 

その手順が確立され、文書化され、実施され、かつ維持されている（最新版であり、いつでも仕える

状態にある）こと 

 

（3）規格の要求する文書化された手順は以下の通りである。 

• 文書及び記録の管理 

• 内部監査 

• 不適合製品の管理 

• 是正処置と予防措置 

意外と少ないことが分かる。 

ただし、記録については PDCA の各プロセスで作成することを求めている。 

その内容は以下のとおりである。 

 

• マネジメントレビュー 



• 教育、訓練、技能及び経験 

• 製品実現の計画 

• 製品に関連する要求事項のレビュー 

• 設計・開発へのインプット 

• 製品･開発のレビュー 

• 設計・開発の妥当性確認 

• 設計・開発の変更管理 

• 購買プロセス 

• 顧客の所有物 

• 監視機器及び測定機器の管理 

• 内部監査 

• 製品の監視及び測定 

• 不適合製品の管理 

• 是正処置 

• 予防処置 

 

製品実現のすべてのプロセスで、確実な管理ができている証左を求めている。その関係性は以下

の通りである。 

 

 

 

（4）マネジメントシステムと云ったときから管理文書は多い 

 こうしてみると、いわゆる PDCA サイクルのあらゆる場面で管理することを求められて

いることが分かる。その場しのぎで対処してきた会社は、改めて管理文書が多いと感じる

のは当然かもしれない。 



 

●規格は素直に読もう 

 

 少し退屈かもしれないが、規格を確認しよう。解説はしない、素直に読んでほしい。重

要なところは下線を引く。 

 

■規格要求事項本文 

 

7.5 文書化した情報  7.5.1 一般 

組織の品質マネジメントシステムは，次の事項を含まなければならない。 

a) この規格が要求する文書化した情報 

b) 品質マネジメントシステムの有効性のために必要であると組織が決定した，文書化した情報 

 

注記  品質マネジメントシステムのための文書化した情報の程度は，次のような理由によって，そ

れぞれの組織で異なる場合がある。 

－組織の規模，並びに活動，プロセス，製品及びサービスの種類 

－プロセス及びその相互作用の複雑さ 

－人々の力量 

 

7.5.2 作成及び更新 

文書化した情報を作成及び更新する際，組織は，次の事項を確実にしなければならない。 

a) 適切な識別及び記述（例えば，タイトル，日付，作成者，参照番号） 

b) 適切な形式（例えば，言語，ソフトウェアの版，図表）及び媒体（例えば，紙，電子媒体） 

c) 適切性及び妥当性に関する，適切なレビュー及び承認 

 

7.5.3 文書化した情報の管理 

7.5.3.1 品質マネジメントシステム及びこの規格で要求されている文書化した情報は，次の事項を

確実にするために，管理しなければならない。 

a) 文書化した情報が，必要なときに，必要なところで，入手可能かつ利用に適した状態である。 

b) 文書化した情報が十分に保護されている（例えば，機密性の喪失，不適切な使用及び完全性

の喪失からの保護）。 

 

7.5.3.2 文書化した情報の管理に当たって，組織は，該当する場合には，必ず，次の行動に取り

組まなければならない。 

a) 配付，アクセス，検索及び利用 

b) 読みやすさが保たれることを含む，保管及び保存 



c) 変更の管理（例えば，版の管理） 

d) 保持及び廃棄 

品質マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書化した

情報は，必要に応じて識別し，管理しなければならない。 

適合の証拠として保持する文書化した情報は，意図しない改変から保護しなければならない。 

注記 アクセスとは，文書化した情報の閲覧だけの許可に関する決定，又は文書化した情報の閲

覧及び変更の許可及び権限に関する決定を意味し得る。 

 

 ISO9001：2008 では、明確な文化要求事項が有り、逆にそれ以外の文書化は任意だった。2015

年版では ISO9001:2008 で要求されていた文書管理に関しての「文書化された手順」の要求事項

はない。しかし、基準や手順、記録などを適正な状態に保つためには一定のルールが必要である。

そうしなければ廃棄してはいけない記録を間違って廃棄することや、改訂したはずの手順書とは異

なる従前の手順書を使う危険がある。 

間違った手順書の使用は製品品質に重大な影響を及ぼす。 

 

●付属書にも目を通そう 

 

 なぜ 2015 年版は「文書化されて情報」という言葉に代えたのかも配慮しておくことは

無駄ではない。その理由などは付属書に記載されているので参考にして欲しい。 

 

附属書 A （参考） 新たな構造，用語及び概念の明確化 

 

組織で用いる用語を，品質マネジメントシステム要求事項を規定するためにこの規格で用

いている用語に置き換えることは要求していない。組織は，それぞれの運用に適した用語

を用いることを選択できる（例えば，“文書化した情報”ではなく，“記録”，“文書類”又

は“プロトコル”を用いる。 

 

 ポイント：すなわち、規格で「文書化した情報」となっていても文脈で、記録あるいは

規定（あるいは記録及び規程）などと読み替える必要がある。 

 

A.6 文書化した情報 

他のマネジメントシステム規格と一致させることの一環として，“文書化した情報”に関

する共通箇条を，重要な変更又は追加なく採用した（7.5 参照）。必要に応じて，この規

格の他の部分の表記を，この要求事項と整合させた。その結果，全ての文書要求事項に

“文書化した情報”を用いている。 

JIS Q 9001:2008 は，“文書”，“文書化された手順”，“品質マニュアル”，“品質



計画書”などの特定の用語を用いていたが，この規格では，“文書化した情報を維持する”

という要求事項として規定している。 

JIS Q 9001:2008 は，要求事項への適合の証拠の提示に必要な文書を意味するために

“記録”という用語を用いていたが，この規格では，“文書化した情報を保持する”とい

う要求事項として表している。組織は，保持する必要のある文書化した情報，保持する期

間及び保持のために用いる媒体を決定する責任を負う。 

文書化した情報を“維持する”という要求事項は，組織が，特定の目的のため（例えば，

文書化した情報の旧版を保持するため）にも，同じものを“保持する”必要があるかもし

れないという可能性を除外していない。 

この規格のある箇所は，“文書化した情報”というよりも，“情報”に言及している（例

えば，4.1 には，“組織は，これらの外部及び内部の課題に関する情報を監視し，レビュ

ーしなければならない。”とある。）。この情報を文書化しなければならないという要求事

項はない。組織は，このような状況下で，文書化した情報を維持することが必要又は適切

かどうかを決定することができる。 

 

 ポイント：規格にレビューなどについて文書化する要求事項がないからと言って、いつ

だれがどんなレビューをしたのかを説明できないことが正当化される理由はない。 

 

ISO9000 の 2000 年版、2008 年版で用いていた「文書化された手順」や「記録」という言葉はなく

なり「文書化された手順」に変わっている。ただし、用語はどのように定義しようがあいまいさが残る。 

「文書化された情報」とは何か、組織は何をどう考えなければならないかを確認する必要がある。

さもないと ISO9001 の認証のためだけの文書の作成になりかねない。 

 

JIS Q 9001：2015 (ISO 9001：2015) 品質マネジメントシステム－要求事項 解説 

 

この解説は，規格に規定・記載した事柄を説明するもので，規格の一部ではない。 

この解説は，日本規格協会が編集・発行するものであり，これに関する問合せ先は日本規

格協会である。 

 

i) 文書類及び責任・権限に対する一層の柔軟性旧規格で用いられていたマニュアル，文

書化された手順，記録などの表現を用いず，全て“文書化した情報”として表現している。

また，求められる管理の内容を区別する意味で，“維持”と“保持”という用語を使い分

けている。また，旧規格では，品質マニュアルが要求事項になっていたり，各種の手順の

文書化要求があったりしたが，これらについては可能な限り削除されている。 

（中略） 

これらは，業種・規模に応じて適切に品質マネジメントシステムが計画・運用されること



を意図したものである。表面的には要求事項が緩和されているが，自由度を認められた分，

組織には，必要となる文書化した情報及び責任・権限を自ら明確にし，自律的に品質マネ

ジメントシステムを計画・運用することが求められる。 

 

l) 文書及び記録に対する要求事項の削減文書及び記録については，“documented 

procedure”，“document”，“manual”，“record”など様々な表現ができるが，附属書

SL の共通用語である“documented information”（文書化した情報）で統一することと

なった。文書化した情報に関する要求事項が多いと感じられている一方，認証審査の場面

では，文書化した情報がなければ適合性を確認できないという認識があり，意見がぶつか

った。議論の結果，基本的には減らす方向で検討を行うこととなった。品質マニュアルに

ついては，品質マネジメントシステムの全体像及びプロセス間の関連性を示すという意味

で必要という意見もあったが，4.4 及びそれ以降の箇条 5～箇条 8 において要求されてい

るという意見が多く，削除することとなった。また，新たに追加された要求事項であるリ

スク及び機会への取組み（6.1），並びに変更の計画（6.3）についても，文書化した情報

を明示的に要求するかどうかで意見が分かれた。結局，基本的なものにとどめるというこ

ととなり，文書化の要求はしないこととなった。 

なお，設計・開発に関する文書化の要求についても削除が検討されたが，これについては

他と重要性が異なるという意見が多く，そのまま残された。 

 

4.2 この規格の審議中に問題となった事項 

e) documentation：文書類旧規格では，“文書”又は“文書化”としていたが，この用語

が用いられている文脈においては，作成した文書，又はこれに類するものであるので，こ

の規格では，“文書類”とした。 

 

●現行規格で求めている文書化した情報 

 

 2015 年版では「文書化した情報」となっている。ではどこに記載されているのかを整理しておこう。 

 規格項番との対比で整理するので参考にして欲しい。 

 

規格項番 要求事項 

4.3 品質マネジメントシステムの

適用範囲の決定 

組織の品質マネジメントシステムの適用範囲は，文書化した情報として利

用可能な状態にし，維持しなければならない。 

4.4 品質マネジメントシステム及

びそのプロセス 

4.4.2 組織は，必要な程度まで，次の事項を行わなければならない。 

a) プロセスの運用を支援するための文書化した情報を維持する。 

b) プロセスが計画どおりに実施されたと確信するための文書化した情報

を保持する。 

5.2.2 品質方針の伝達 a) 文書化した情報として利用可能な状態にされ，維持される。 

6.2 品質目標及びそれを達成 組織は，品質目標に関する文書化した情報を維持しなければならない。 



するための計画策定 

7.1.5 監視及び測定のための

資源 

組織は，監視及び測定のための資源が目的と合致している証拠として，

適切な文書化した情報を保持しなければならない。 

 7.1.5.2 測定のトレーサビリティ 

a) 定められた間隔で又は使用前に，国際計量標準又は国家計量標準

に対してトレーサブルである計量標準に照らして校正若しくは検証，又は

それらの両方を行う。そのような標準が存在しない場合には，校正又は

検証に用いたよりどころを，文書化した情報として保持する。 

7.2 力量 d) 力量の証拠として，適切な文書化した情報を保持する。 

8.1 運用の計画及び管理 e) 次の目的のために必要な程度の，文書化した情報の明確化，維持及

び保持 

1) プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつ。 

2) 製品及びサービスの要求事項への適合を実証する。 

8.2.3 製品及びサービスに関す

る要求事項のレビュー 

8.2.3.2 組織は，該当する場合には，必ず，次の事項に関する文書化し

た情報を保持しなければならない。 

a) レビューの結果 

b) 製品及びサービスに関する新たな要求事項 

8.2.4 製品及びサービスに関す

る要求事項の変更 

製品及びサービスに関する要求事項が変更されたときには，組織は，関

連する文書化した情報を変更す 

ることを確実にしなければならない。 

8.3.2 設計・開発の計画 設計・開発の段階及び管理を決定するに当たって，組織は，次の事項を

考慮しなければならない。 

j) 設計・開発の要求事項を満たしていることを実証するために必要な文

書化した情報 

8.3.3 設計・開発へのインプット 組織は，設計・開発へのインプットに関する文書化した情報を保持しなけ

ればならない。 

8.3.4 設計・開発の管理 組織は，次の事項を確実にするために，設計・開発プロセスを管理しな

ければならない。 

f) これらの活動についての文書化した情報を保持する。 

8.3.5 設計・開発からのアウトプ

ット 

組織は，設計・開発のアウトプットについて，文書化した情報を保持しな

ければならない。 

8.3.6 設計・開発の変更 組織は，次の事項に関する文書化した情報を保持しなければならない。 

a) 設計・開発の変更 

b) レビューの結果 

c) 変更の許可 

d) 悪影響を防止するための処置 

8.4 外部から提供されるプロセ

ス，製品及びサービスの管理 

8.4.1 一般 

組織は，これらの活動及びその評価によって生じる必要な処置につい

て，文書化した情報を保持しなければならない。 

8.5.1 製造及びサービス提供の

管理 

a) 次の事項を定めた文書化した情報を利用できるようにする。 

1) 製造する製品，提供するサービス，又は実施する活動の特性。 

2) 達成すべき結果 

8.5.2 識別及びトレーサビリティ トレーサビリティが要求事項となっている場合には，組織は，アウトプット

について一意の識別を管理し，トレーサビリティを可能とするために必要

な文書化した情報を保持しなければならない。 

8.5.6 変更の管理 組織は，変更のレビューの結果，変更を正式に許可した人（又は人々）

及びレビューから生じた必要な処置を記載した，文書化した情報を保持



しなければならない。 

8.6 製品及びサービスのリリー

ス 

組織は，製品及びサービスのリリースについて文書化した情報を保持し

なければならない。 

8.7 不適合なアウトプットの管理 8.7.2 組織は，次の事項を満たす文書化した情報を保持しなければなら

ない。 

a) 不適合が記載されている。 

b) とった処置が記載されている。 

c) 取得した特別採用が記載されている。 

d) 不適合に関する処置について決定する権限をもつ者を特定している。 

9.1 監視，測定，分析及び評価 

9.1.1 一般 

組織は，品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び有効性を評価し

なければならない。 

組織は，この結果の証拠として，適切な文書化した情報を保持しなけれ

ばならない。 

9.2 内部監査 f) 監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として，文書化した情報を

保持する。 

9.3 マネジメントレビュー 組織は，マネジメントレビューの結果の証拠として，文書化した情報を保

持しなければならない。 

10.2 不適合及び是正処置 10.2.2 組織は，次に示す事項の証拠として，文書化した情報を保持しな

ければならない。 

a) 不適合の性質及びそれに対してとったあらゆる処置 

b) 是正処置の結果 

 

 2015 年版では「文書化された手順」という要求事項は無くなったので、管理すべき文書が少なく

なると云う話もあったが、こうしてみると、手順という呼び名はなくなったとしても、エビデンスとしての

情報が求められていることは明らかで PDCA の全ての範囲にわたっている。 

 

  



【最初は既存文書だけでやりくりすること】 

 

●そもそも文書とは何か 

 

 文書という言葉を使っているとき、混乱が生じるようだ。最も端的な例は、5W1H が記載されてい

ない、あるいは具体的手順が記載されておらず「方針」や「考え方」を記載したものを「マニュアル」

と称しているもの。判断基準の具体的な閾値が記載されていない「基準書」などが同じように上げら

れる。 なぜなのかといえば、ルールと手順がごっちゃになっていることも一因にある。まずは「文書」

の区分をしておこう。 

 

• 基準 

• どういった場合にそれが該当するのかを記載したもの。 

• 手続きなどを記載されるときもある。（例：出張旅費規程） 

• 手順 

• 時系列にプロセスを記述したもの。５W1H は原則必須。 

• 誰がいつ何をするのかがわかるもの。（例：製品検査手順書） 

• 記録 

• 誰がいつ何をしたかがわかるもの。製品保証や改善につながるもの。 

• 一般的には手順書に様式や、記録の活用の仕方などが記載される。（例：設備点

検記録） 

• 資料 

• 単に情報を記載したもの。法令などの通達など外部文書などに多いが、社内でも

「月間目標」など単に通知するためのものもある。 

 

基準と手順はそれだけ（基準だけ記載、手順だけ記載）のものもあるが、両方を含んでいる場合

もある。就業規則などの規則類が基準だけの記載になるだろう。呼び方は別としても、それが基準

だけの文書なのか手順を含んでいるのかを注意すること。 

 

ここでは、基準と手順を合わせて文書と呼ぶ。 

文書は改訂されることが前提になる。それは設備が変わったり法改正が行われたりすれば自ずと

変えざるを得ないからである。 

記録はいったん確定したら変えてはならない。変える場合にはだれがいつどのように変えたのかが

わかるように履歴を残すことが必要である。 

 

記録と文書は微妙に異なるので注意が必要である。 

 



注記：後で振り返り、改善等に使われないものは記録としてはあまり意味が無い。自己満足のため

だけに記録を取ることは避けた方が良い。 

 

注記：規格にはレビューする、あるいは明確化するという文言が出現する。もちろん、口頭での報告

などを確認して、それをレビューするとしても良いが，明文化されていないものは、後で検証しよう

がなくなる。一体どのような文書があれば、後に検証が可能で、改善につながる情報を提供するの

かを確認する必要がある。 

 

●記録しかない活動にルールは明確かを確認する 

 

記録は残すこと・作成する自治が目的ではない。その記録を何に使うのか、それはどのような基

準で作成されるのかの一定のルールが必要だ。 

たまにあるのが、「記録用紙」だけはあるが、その記録をその後どうするのかが示されていないケ

ースである。あるいは、どのような場面で作成し、どのような書式なのかが明らかでないケースがあ

る。全部が全部、該当するとは云わないが、原則これはあるでき姿とは思えない。 

記録は「未来への贈り物である」と教授いただいたことがある。これは、 

 記録は後で見返して何らかの施策に使わなければならない 

 そのためには、記録の取り方が個人毎にばらつきがあってはならない 

 書式は一定程度の同じフォームでなければならない 

などの要件が必要になることを示す。従って、 

 記録を取る目的を明示すること 

 誰がいつ記録するのかのプロセスを明確にすること 

 書式を示すこと 

と言ったことの明文化が必要になることは自明で有り、そのぶん書類が増えることになる。 

 

 社内で、公式の記録であるにもかかわらず明文化されたルールが無い場合には、簡単で

良いので手順書などを作成することを薦める。 

 そうしないと。規程・手順と記録の一貫性が担保できない恐れがある。 

 

  



●今使っている文書は完成されている 

 

始めて ISO9001 の認証に望むときには、規格に合わせて文書を作ってはならない。 

現在会社にはどのような文書があるのかを確認するのが最初のステップになる。 

文書管理規定を最初に作ることを否定しないが、そもそも「当社にはどんな手順書と記録がある

のか」を確認する必要がある。基準だけで手順がない文書、記録はあるが、その記録をどうするの

かといった手順がないかといったことの確認である。 

 

 最初の「認証」の段階では、現在保有する文書類でまかなうことを原則とする。ただし、

自社に何が足りないかは自覚しなければならない。次節を参考にして欲しい。 

 

●規格と現在文書の対応表を確認する 

 

 ただし、夏季を注意してください。 

社内ではどんなルールがありどんな記録を残すことになっているかなどを一人で整理させるのは

避けたほうが良い。よく QMS 管理者が全部作りましたという文書体系を見るが、現場の実態と乖離

していたり漏れ抜けが発生したりすることになりかねない。委員会のように公式の場に皆を集めて皆

で考えることが望ましい。 

 

 その上で、下図のように、規格要求事項を記載した一覧表を作り、それに対しどんな活動をして

いるのか。その根拠としているルール、活動をしている証左は在るのかどうかなどを一覧表として作

成することを進める。俯瞰できるツールがあればモレヌケなどを防ぐことができる。 

 

 



 

 ※詳細の作り方は個別に相談してください。 

 

  



【文書類のメンテナンスに関する留意点】 

 
●それでも文書管理規程は作っておこう 

 

「文書管理規程」を作成せよという規格要求事項はない。それでも「文書管理規程」を作ることを勧

める。 

・文書はどのような構成にすべきか 

・どのように管理すべきか 

などは、曖昧にしておくと、各部門で勝手にマニュアルなどを作り、同じ目的（例えば記録の作り方）

にばらつきが出てしまい、品質を担保するレベルが異なることになりかねない。 

A と言う部署ではやっているが B と言う部署ではやっていないと云うことが組織として適正なのかを

考えること。 

 

暫定でもよいので文書をどう管理するのかの規定を作成した方が良い。 

• 文書の目次構成はどうするのか 

• 文書の内容のレビューはどのように行うのか 

• 文書を組織内で適切に使ってもらうにはどうするのか 

• 文書に対する意見をどう収集し反映させるのか 

などが議論となるだろう。まずはやってみて修正を繰り返せばよい。 

 

 ここでは、素直に規格要求事項をうけておいてほしい。 

 ここで書かれていないこと、例えば規定類を毎年見直ししなければならないというルールは自分

たちで勝手に解釈して作っていることもあり得る。ルール自体も見直しが必要になる。 

 認証前、あるいは認証後でも良いが文書類のメンテナンスは必要になる。 

 

 

  



●識別のための参照とは（文書番号が必要な理由） 

 

規格に「a) 適切な識別及び記述（例えば，タイトル，日付，作成者，参照番号）」とある。この参照

番号とは何か？ 

文書はその文書だけで自己完結することは少ない。そのためある文書は他の文書に詳細をゆだね

ることがある。下記のような構造を維持管理できる仕組みとして文書番号などが必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 識別の中で「タイトル」がある。これ自体を否定するわけではないが、発行部署や日

付・版数のない外部文書は、それが改訂されるなど複数ある場合などには参照ができない、

単に ISO9001 と言われても、それだけでは文書を特定できない。 

 また、社内文書などで表題だけで参照しようとしても、それの文書が統廃合などで名称

変更していたら探せなくなる。 

 文書を識別できる仕組みが必要で有り、そのための文書番号は強い武器になる。 

 

 

●文書に関する統一性の確保（管理できる外形的基準は決めておこう） 

 

 ISO9001 への取り組みが長い企業で、途中で担当者が変わったりしたり「コンサルタント」の力を

借りたりすると、たまに「目次構成が異なる」規定類を目にすることがある。これ自体で問題を引き起

こすことはないのだが、統一されていないと「責任と権限」「例外処理」などがどこに書いてあるのか

分からなくなることがある。これは、文書に記載すべきことのモレヌケを防ぐためにも統一した方が

良い。 

例えば、１．目的 ２．適用範囲 ３．用語 ４．手順 ・・・ ９．総則（※改訂に関する情報） など

が考えられる。いわゆる行政文書が参考になる。 

 ただし、注意も必要だ。 

 審査の時にごく稀に問題視するのが、文書の雛形が決まっているのに、表題だけ有り、

品質マニュアル 基準 手順 

外部文書 様式 



中に何も記載されていない場合があることだ。責任という項番があっても空白である場合、

あるいは、手順の中で、だれが起票してだれが承認するのかが書かれていないなどが散見

されると、作成された記録の正当性が担保できない。 

 承認権限がない人の押印が会っても認められないときがある。注意して欲しい。 

  



【記録に関する助言】 

 

●不足分は、整備の計画を作る 

 

 認証のために規格要求事項に記載があるからと言って全ての記載に応じた文書の整備は

しない方が良い。今ある文書でまかない、不足分をどうするかは後で考えれば善い。と言

うことを何度か話している。 

 なぜなら、本当に必要な文書はすでに明文化されているはずで、明文化していないもの

は暗黙の内の了解になっているものもあるからだ。 

 先に、規格に記載の「文書化された情報」がどこに記載されているのかを示している。 

 これに対し、現行の文書や記録がどう対応するのかを整理するところから始めることを

推奨している。 

 次のステップとしては、 

 ①法的に要求されている文書の欠落はないか。例えば、使用しても良い原材料が決めら

れているのにそれを知らせる文書や確認すべき記録類の不備がないか。 

 ②暗黙の内にルール化されているものはないか。記録だけが有り、その作り方が明文化

されていないものなどがそれに該当する。 

 ③無意識のうちに作業をしているが、ヒトにより作業のばらつきがあるものはないか。

かつてあったマニュアル類が古くなって、それを使わずに作業をしていないかなど、標準

化に関わる文書になる。 

 こうした文書類の有無を確認するとともに、それの整備をいつまでに行なうのかの計画

を作ることを勧める。これも品質目標を達成するための計画を構成することになる。 

 

 

●記録の作成に時間がかかるのは避けよう 

 

 これは致し方がないのかもしれないが、データの二重登録の作業が散見される。すなわ

ち、手書きで入力した記録（現場での作業のチェックリストなど）を、再びイントラネッ

トなどに登録する作業や、いったん Excel で入力した内容をコピペで他の Excel に転記す

る作業が見られる。 

 すぐにとは云わないが、記録を人力で作成するのは少しずつ無くそう。 

 この DXの時代だというのに情けない。 

 

●使っていない記録は何のためにあるのか 

 

審査をしている際に、時々お客さんから「何のためにこんな資料をつくっているのか分かりません」



と言う声を聞くことがある。 

もちろん、規格要求事項で作成を義務づけられているものもあるが、どのように作成するかは自

由なので、プロジェクトの進行に合わせて複数の記録を同じ様式に一緒に記載することもあれば、

目的別に（例えば人事管理の為に）個人毎のファイリングにすることもあり得る。 

ISO9001 での規格要求事項で求めている記録類は、製品実現のための PDCA を確実におこな

われたことを確認するためのものなので、ある程度は諦めてほしい。 

また、お客様が「作成することを求めている書類」や「契約上あるいは会計上会社が求めている

書類」は作成しなければならない。（交通費の精算でタクシーを使えば領収書の添付をするでしょ

う？） 

その上で、記録は何のためにあるのか、特に PDCA 上ではどんな意味があるのかを考えて欲し

い。 

（1）不具合が発生した原因を探る 

 お客様からクレームが来たときに、当然製造過程での記録を見れば、どこで見逃したか分かる

でしょう。もしかしたら、今の製造プロセスでは見つけられないのかもしれません、 

 一回のデータで分からなくても、こうした不具合の発生パターンを多く集めれば、その裏側に潜

んでいる理由が分かるかもしれません。 

（2）精算を左右するもの 

 生産工程での諸データや、手戻り率、納期順守率など様々なデータ（記録）から、その際を生

む要素を見つけることができるかもしれない。これにより製品実現のプロセスを改善できるかもしれ

ない。 

 

 ISO9001 の為だけの文書や記録、すなわちあってもなくても業務遂行の確実性の担保や改善

につながらない文書は不要だ。どんな文書を規格は求めているのかを考えることが必要だ。 

 

 

●過去の記録を電子化することは求めていない 

 

 審査の場面で、「古い製作図面はサイズが大きく電子化しにくいです」あるいは「イントラネットに

載せるのに時間がかかるドキュメントがあるんです」といって、相談とも呼べないコメントをもらうこと

がある。 

 古い文書をどうすれば良いのか困っているようだ。 

 規格要求事項で、「a) 文書化した情報が，必要なときに，必要なところで，入手可能かつ利用に

適した状態である。」ことを確実にすることを求めてはいるが、全ての文書を同じ管理システムに入

れろとは書いていない。また、全てを電子化しろとも云っていない。 

 紙の状態にある文書と電子ファイルとして存在する文書が混在することを否定する文言はない。 

 



 無理に電子化する必要は無い。 

 

 混在したとしても、その管理のしやすさは異なるので、アクセスの確実性、検索のしやすさなどは

組織の能力に合わせれば良い。もちろん、何も検討もせずに、どこに在るか分からず探すのに時

間がかかるというのであれば、それは紙であろうと電子ファイルであろうと不適合になる。 

 

 私見ではあるが、文書管理は 

①必要な情報がどこに書いてあるのかが特定できる 

②その文書の置き場所が分かる 

③探しやすいように順番に並べられている 

④識別できるようにラベルなどが貼ってある 

 等が最初の観点になるだろう。 

 

 審査など困るのは 「それはどこに書いてあるのですか」と尋ねても分からないという場合、そして

「その文書を見せてください」といってもどこにあるのか探し出せない場合。こうした場合には、いき

なり「不適合」にはしないが、何らかの問題があることを指摘する。 

 

 必要な文書が分からないということは、「ルールがあるはずなのだがそれが分からないで業務を進

めている恐れがあり、最悪、法令違反になりかねない」と言う問題につながる。 

 

 

 

  



第 5 章 内部監査 

 

【最初は品質マニュアルを起点としよう】 

 

●初めての内部監査 

 監査と云えば、ある程度知識がある人でも「会計監査」、もう少し実務管理をしていれば「業務監

査」が思いつくだろうか。 

「会計監査とは、企業や行政組織によって作成された財務諸表や計算書類の内容を確認する

行為です。虚偽がないか、重大な間違いがないかなどを第三者の立場からみていきます。」という

のが一般的な説明だろうか。 

これをもう少し、かみ砕いて一般論にすると、「決められた事柄が、決められたとおりに実施され

ているかを第三者的な立場から確認すること」という定義になるだろうか。 

 しかし、こうした“監査”と言う言葉になじみのない組織はどうしても勝手が分からず、コンサルタン

トや認証機関の求め、もしくは「標準」に従い実施することになり、実態と合わない内部監査になり

やすい。その典型が、「内部監査のチェックリスト」だろうか。また、毎年全部門に実施する「形式的

な」監査（単にチェックリストにチェックする作業）であろうか。 

 こうした内部監査は過負荷になる恐れがある。 

 

●定義だけは確認しておこう 

 規程で何を求めているかはともかく、監査とは何か、内部監査とは何かだけは確認しておこう。こ

れは ISOI9000:2015 の用語の定義に示されている。 

 

3.13 監査に関する用語 

3.13.1 監査（audit） 

監査基準（3.13.7）が満たされている程度を判定するために，客観的証拠（3.8.3）を収集し，それを

客観的に評価するための，体系的で，独立し，文書化したプロセス（3.4.1）。 

 

注記 3 

 内部監査は，第一者監査と呼ばれることもあり，マネジメント（3.3.3）レビュー（3.11.2）及びその他

の内部目的のために，その組織（3.2.1）自体又は代理人によって行われ，その組織の適合を宣言

するための基礎となり得る。独立性は，監査されている活動に関する責任を負っていないことで実

証することができる。 

 

ポイントはプロセスであることである。プロセスについては下記の様に定義されている。 

 



3.4 プロセスに関する用語 

3.4.1 プロセス（process） 

インプットを使用して意図した結果を生み出す，相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。 

 

 従って、監査は、「客観的証拠」をインプットとして「評価」する活動を定義される。評価は、意図し

た結果が出せるに値するかを判断することになる。 

 

●監査基準は「品質マニュアル」で良い 

 評価するための客観的証拠をどのように体系的に収集するのかと言う問題については下記の様

に考えれば善い。 

①内部監査は、ISO9001 の管理体系に従っているかを確認する。 

②体系的に整理されているものとして品質マニュアルがある。 

③従って、品質マニュアルに記載されている事項の実施状況を確認できれば内部監査と言って良

い。 

 すなわち、内部監査のためにわざわざチェックリストを作成する必要は無い。 

 

(閑話休題） 

 いまから 10 年以上前だろうか。ベテラン審査員は、わざわざチェックリストなどを作らず、品質マ

ニュアルを見ながら「これ、どうしています？」といった会話から資料を集めて審査をしていた。今で

も、「これ、どうしています？」「それはマニュアルではどう規定しています」といった流れは変わらな

い。 

 

  



【内部監査は何が満たされていれば内部監査と言えるのか】 

 

●規格が要求していること 

 まずは、素直に規格を確認しよう。 

 

9.2 内部監査 

9.2.1 組織は，品質マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために，

あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。 

a) 次の事項に適合している。 

1) 品質マネジメントシステムに関して，組織自体が規定した要求事項 

2) この規格の要求事項 

b) 有効に実施され，維持されている。 

9.2.2 組織は，次に示す事項を行わなければならない。 

a) 頻度，方法，責任，計画要求事項及び報告を含む，監査プログラムの計画，確立，実施及び維

持。監査プログラムは，関連するプロセスの重要性，組織に影響を及ぼす変更，及び前回までの

監査の結果を考慮に入れなければならない。 

b) 各監査について，監査基準及び監査範囲を定める。 

c) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために，監査員を選定し，監査を実施する。 

d) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。 

e) 遅滞なく，適切な修正を行い，是正処置をとる。 

f) 監査プログラムの実施及び監査結果の証拠として，文書化した情報を保持する 

 

 いくつかポイント毎に確認しよう。 

①あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施すること 

 不定期（臨時）で行なうことを否定はしないが、定期的な監査を求めている。その期間には定めが

ない。しかし、経営環境が変化すること、技術革新などプロセスを左右する出来事は頻繁に起こる

ことを考えると、最低限で 1 年単位で行なうことが望ましい。 

 

②内部監査の目的 

 最初に文言には「品質マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するた

め」と記載されており、「情報提供」が目的で在ることが分かる。 

 どのような情報か？規格にはこうある。 

a) 次の事項に適合している。 

1) 品質マネジメントシステムに関して，組織自体が規定した要求事項 

2) この規格の要求事項 

b) 有効に実施され，維持されている。 



 従って、ISO9001:2015 の規格要求事項および組織が決めたルールについて、適切に運用管理

されていること、そしてその活動が意図した結果を出せていることが分かる情報が提供されなけれ

ばならない。意図した結果は、一般的には「顧客要求事項を満たす製品、すなわち不良品でない

もの」、「違法な製品ではないもの」が製品として提供されているかどうかになる。不良品を出し続け

ているマネジメントシステムは論外である。 

 

③監査プログラム 

 聞き慣れない言葉である「監査プログラム」という言葉がある。 

 用語の定義としては下記の通りである。 

3.13.4 監査プログラム（audit programme） 

特定の目的に向けた，決められた期間内で実行するように計画された一連の監査（3.13.1）。 

 

 これだけだと分からないと思うので、少し規格に従って要素を抜き出すと 

 ・頻度，方法，責任，計画要求事項及び報告を含むこと 

すなわち、 

・いつ行なうのかを決定すること 

・どのような手順で行なうのか（例えば書類を見るのか、どの製品を見るのか、インタビューはだ

れにするのか、どの時間帯で行なうのかなど）を決定すること 

・だれが審査をして、だれが報告書を作成し、だれが承認して、だれに報告するのかを明らかに

すること 

が必要になる。 

 

 その他の要素として 

b) 各監査について，監査基準及び監査範囲を定める。 

 何を基準としてどの部門を監査するのか 

c) 監査プロセスの客観性及び公平性を確保するために，監査員を選定し，監査を実施する。 

 監査員としての教育訓練をしていることも望ましい。 

d) 監査の結果を関連する管理層に報告することを確実にする。 

 トップマネジメントに報告することが望ましい。 

を確実にする必要がある。 

 

そして計画に当たっては「関連するプロセスの重要性，組織に影響を及ぼす変更，及び前回ま

での監査の結果を考慮に入れなければならない。」とされている。漫然と全規格項番を見るのでは

なく、前回の監査で不適合がなかったか、4M（※）に変更がなかったかなどを配慮しなければなら

ない。 

 



（※4M 変更は、製品の品質を管理するために、製造に関わる変更点を洗い出し、把握する手法

のひとつで、 

Man（人）：現場で製品の生産に関わる作業員 

Machine（機械）：製品の生産に関わる機械などの設備 

Method（方法）： 製品を生産するために採用されている方法 

Material（材料）：製品に使用される材料・加工品 

の 4 つの要素の変更を管理することで、製品の不具合を予防し、市場への不具合品流出を防ぐ

効果的な管理手法である。 

 

④監査結果を受けて是正処置を行なうことも含めること 

 単に監査をしましたと言って、報告して終了ではない。規格では「e) 遅滞なく，適切な修正を行い，

是正処置をとる。」となっている。 

 遅滞なくとは、それが修正されないと、製品出荷ができないのであれば即日の対応が必要であろ

う。管理上の問題であっても、次の監査までに解決されていなければ良くない。せいぜい 3 ヶ月が

限度であろう。 

 

⑤文書化しておくこと 

 こうしたことは、明文化した規程にしておくことが望ましい。さもないと、監査事項のモレヌケが起き

る可能性もあり、確実な管理が望めないからである。 

 

●規格が要求していないこと 

 全国に支社がある会社や小規模な部門が数多くある会社は内部監査については悩ましいでしょ

う。「すべての部門において、全ての規格要求事項への適合性、会社のルールへの順守状況を毎

年見直さなければならない」などと云うことは規格には書いていない。にもかかわらず、そうしようと

する組織を見ることがある。 

 

 規格を見ると下記事項が書かれている。 

9.2.1 組織は，品質マネジメントシステムが次の状況にあるか否かに関する情報を提供するために，

あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施しなければならない。 

a) 次の事項に適合している。 

1) 品質マネジメントシステムに関して，組織自体が規定した要求事項 

2) この規格の要求事項 

b) 有効に実施され，維持されている。 

 

 あらかじめ定められた間隔であると云うことは、理由もなくやったりやらなかったりしてはならないと

言うことである。適合については、モレヌケがないことをどう担保するのかが明らかであれば、時に



は省略できる事項もあるはずだし、監査の時期ではなく日常の業務で確認したことを報告させるだ

けですむこともある。例えば、「7.2 力量」や「7.1.3 インフラストラクチャー」などは監査の時期に確

認しなくても良いだろう。 

 

 また、4M の変化に合わせて対象とする規格要求事項の項番や対象部門を選択することもあり得

る。ただし、一定のサイクルで全部の部門や項番が確認できることは必要になる。そうしないと、監

査の対象が抜けてしまう恐れがある。 

 

【ISO19001:2015には何が書いてあるのか】 

 

 「9.2 内部監査」の最後に「注記 手引として JIS Q 19011 を参照」とある。要求事項ではないが、

英文では「See」と命令形で書かれている。できれば、これに準拠することが望ましい。 

 さて、JIS Q 19011 とは何か。付属書には以下のように書かれている。 

 

ISO 19011，Guidelines for auditing management systems 

監査プログラムの管理，マネジメントシステム監査の計画及び実施，並びに監査員及び監査チ

ームの力量及び評価についての手引を提供している。この指針は，監査員，マネジメントシステム

を実施する組織，及びマネジメントシステムの監査の実施が必要な組織に適用することを意図して

いる。 

注記 この国際規格に基づき，JIS Q 19011 が制定されている。 

 

 従って、監査とは何かについて十分な知見を持たないのであれば是非このガイダンスを確認して

欲しい。 

 参考のために、目次を記載する。 

 

序文 

1 適用範囲 

2 引用規格 

3 用語及び定義 

4 監査の原則 

5 監査プログラムの管理 

5.1 一般 

5.2 監査プログラムの目的の設定 

5.3 監査プログラムの策定 

5.4 監査プログラムの実施 

5.5 監査プログラムの監視 



5.6 監査プログラムのレビュー及び改善 

6 監査の実施 

6.1 一般 

6.2 監査の開始 

6.3 監査活動の準備 

6.4 監査活動の実施 

6.5 監査報告書の作成及び配付 

6.6 監査の完了 

6.7 監査のフォローアップの実施 

7 監査員の力量及び評価 

7.1 一般 

7.2 監査プログラムのニーズを満たす監査員の力量の決定 

7.3 監査員の評価基準の設定 

7.4 監査員の適切な評価方法の選定 

7.5 監査員の評価の実施 

7.6 監査員の力量の維持及び向上 

附属書 A（参考）分野に固有の監査員の知識及び技能に関する手引及び例 

附属書 B（参考）監査を計画及び実施する監査員に対する追加の手引 

参考文献 

解説 

 

 重要なことは全て網羅されているので、素直に読むことをおすすめしたい。解釈は不要だ。 

 いくつか重要な箇所を引用しておこう。 

 

4 監査の原則 

f) 証拠に基づくアプローチ：体系的な監査プロセスにおいて，信頼性及び再現性のある監査結論

に到達するための合理的な方法 

監査証拠は，検証可能なものであることが望ましい。監査は限られた時間及び資源で行われる

ので，監査証拠は，一般的に，入手可能な情報からのサンプルに基づくであろう。監査結論にど

れだけの信頼をおけるかということと密接に関係しているため，サンプリングを適切に活用すること

が望ましい。 

 

 さて、内部監査の記録を見直して欲しい。検証可能なエビデンスがあるだろうか。単に「確認した」

というチェックだけのリストになっていないだろうか。 

  



第 2 部 経営者の責務 

 

第 1 章 経営者の誤解を解きたい 

 

【認証を買えるという誤解】 

 

●どこかに売っているわけではない 

 

かつてプライバシーマーク取得の相談を受けた時に 

 3 ヶ月以内に取得したい 

 制度のことはよく分からないので全て任せたい 

と言われ絶句したことがある。 

 

規格を読んだこともなければ、JIPDEC のサイトも見たことがないとのことだった。「せめて規格だ

けでも読んでください」とお願いすると「そういう面倒なことをしたくないので君を雇うのだ」と言われ

頭を抱えた。どうも、書類上の手続きだけすれば認証されるとの認識にいる。実体として、教育の実

施、内部監査やマネジメントレビューは組織として行なう必要がある。 

ショーウインドウから商品を選ぶのとはわけがちがう。  

 

IOS9001 についても同様のことが起きていないか不安になる。 

 

●自らがプレイヤーになる 

 

ISO9001 の認証取得については 2 つのプレイヤーが存在する。 

 

一つ目は、「組織自身」になる。 

ISO9001 の認証取得の為のマネジメントシステム（組織と機能と標準）が機能していることを証明す

る為の取り組みになる。初めて認証する場合には、今までの経験では最低限下記が必要になる。 

・文書類の整理整頓 

・社員への周知徹底 

・活動記録の保持 

・内部監査 

・マネジメントレビュー 

おそらく、初めてこれに取り組もうとすると 1 年程度は必要になる。 



どのぐらいで取得できるかは、上記の出来具合による・ 

 

二つ目は「認証機関」になる。 

認証機関は、ISO9001 の認証に臨む組織から依頼があると、所定の手続きに従った「審査」を行い、

認証に値するかを判断する。 

 

●全体スケジュールを知る 

 

この辺の関係を理解するには下図などが適当だと思う。 

 

 

https://jmaqa.jma.or.jp/9001qms/flow.html から引用 

 

さて、冒頭の「3 ヶ月以内に取りたい」といっても、よほど準備などができていても半年はかかると云

うことが理解できると思う。にもかかわらず、こうした発言が出るのは、インターネットの広告を出して

いるコンサルティングファームの罪だと思う。 

 

費用も、自分たちに支払われる費用だけを前面に出し、組織が内部で行なう活動の費用（当然社

員がこれを行なえば彼らの人件費はかかる）や、認証機関に支払う審査費用（これは組織の大きさ

で変わる。100 万円ぐらいは考えておいた方が良い）を除外している。そのため、安く（20 万円程度）

で取得できるという詐欺まがいの広告が成り立つ。 

 

「認証」は売っているのではない。自らの活動が必要になる。 

お金を出したからと言って、マラソンを完走できるわけではない。 

 



【ISO9001が儲儲からないという不満】 

 

●儲けるとは何か 

 「ISO9001 に取り組んでいるのになぜ業績があがらないのだ」と言われたことがある。 

 大きな勘違いが二つある。 

 

 一つ目は、ISO9001 に取り組む姿勢にある、ISO9001 に取り組むことで会社の事業構造が変わる

と云うことはあり得ない。なぜならば、ISO9001 には事業構造を変えるための枠組みは入っていな

い。顧客要求事項を満たすための条件が記載されているだけである。もしこれがないのであれば、

そもそも正常な利益構造がないと云うことなので、改善はするかもしれないが、それは負の状態か

らゼロになっただけである。 

 二つ目は、利益をあげたいというのなら着目するポイントを決めていないことが多い。簡単に言え

ば、利益を上げると云うことは「入ってくるお金を多くする」か「出て行く金を減らす」かになる。入っ

てくるお金を増やすには、買ってくれる量を増やす量か単価を上げることになる。当然営業活動や

生産量の増加、新製品の開発などのアプローチがある。その中で何を重点化するのかと云うことを

議論しないと「営業が売ってくれない」「売れる商品を作っていない」といった責任のなすりつけにな

る。出て行くお金を減らすのは、「5S で無駄な活動を無くす」「製品ロスを減らす」などが主体になる。

生産プロセスに目を向けないと単純な人件費コストや交通費のカットなど活動に支障が出てしまう

施策を取りかねない。 

 

●コストなのか投資なのかが分かっていない 

 

 儲かると云うことについては、出て行くお金と入ってくるお金のコントロールなのだが、もう一つ重

要な要素がある。それは投資をどう考えるかと云うことであろう。 

 コストと投資は何が違うのか。払いたくないもので払わなくても良いものをコストという。コストは低

減させることが使命になる。リプライを期待するものを投資という。投資は、インプットに対してアウト

プットを期待する。従って、投資対効果がある以上、投入する資源は多くなる。 

 出て行くお金を削りたいと云うことで、設備投資や人件費を削るのは辞めた方が良い。 

 最新とまでとは云わないが老朽化した設備での生産は不良品の発生やニーズに応えられない生

産能力しか出せないことが多い。ISO9001 でもインフラストラクチャーの整備を求めている。同様に

人件費も圧縮をしない方が良い。ほとんどの企業は人件費を儲けから出そうとする。儲けの責任は

経営側にあるのでそれを転嫁すれば、社員はやる気を無くす。やる気の無い社員は頑張りに欠け、

生産性は上がらない。 

 投資は将来の儲けのための戦略である。これがないのに「儲からない」と文句を言わないで欲し

い。 

 



 

 ところで、ISO9001 であるが。ISO9001 に対する費用はどちらになるのだろうか。コストと感じるの

であればやめた方がよい。コストはできるだけ少ない方が良いと思うのであれば。 

 

【ISO9001を儲けに結びつける要諦】 

 

●戦略との統合を考えること 

 

ISO9001:2008 の規格に変更になった頃からの審査なので、10 年以上の審査員経験を積むこと

になった。審査員になった当初は、規格から見てお客様の仕組みが合致しているかどうかを確認

する審査（適合性審査）であったものが、お客様の業務プロセスが意図した成果を出すような仕組

みになっているのかを規格というフィルターで見てゆく審査（有効性審査）に変わってきた。 

 

ISO9001:2015 でもそうした経営との統合を意識したものに変わってきているのだと思うのだが、

実際には組織側はそれについて行っていないと思う。相変わらず文書中心主義になっており、過

剰な記録作成に現場も苦労しているような気がする。 

 

何がそうさせているのかは様々な要因があるだろうが、そのうちの一つは「ISO9001 の認証のた

めにどこまでやっておかなければいけないのか」という指針がないこともあるだろう。なぜ無いのかと

云えば、そもそも ISO9001 には「しなければならない」としか書いておらず、「どうやって」は組織に

任せられているからだろう。 

 

 では、それは現場の責任だろうか。そうではない。経営に関わる全ての活動の選択は経営者が行

なっている。経営に関係の無い活動は存在しないというのであれば、ISO9001 の認証取得も経営と

の一体化が必要である。それを考えるのは経営者の責任である。経営者は覚悟を決めて決定しな

ければならない。 

 

 ISO9001：2015 の規格要求事項の最初に以下の記載がある。確認して欲しい。 

 

0.1 一般 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの

ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

組織は，この規格に基づいて品質マネジメントシステムを実施することで，次のような便益を得る可

能性がある。 

a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品及びサービスを一貫して提

供できる。 



b) 顧客満足を向上させる機会を増やす。 

c) 組織の状況及び目標に関連したリスク及び機会に取り組む。 

d) 規定された品質マネジメントシステム要求事項への適合を実証できる。 

内部及び外部の関係者がこの規格を使用することができる。 

 

すなわち、品質マネジメントを採用する以上、そのマネジメントシステムが戦略に組み込まれていな

いとならない。 

もしこれを怠ると、何のための品質マネジメントかが定まらず、単なる品質向上活動になり、方向性

が見いだせなくなる。それは形骸化した品質マネジメントシステムになりかねない 

 

多様化する経営課題にも配慮して欲しい 

 

製品品質を担保すると云うことは重要ではあるものの経営活動の部分にしか過ぎない。BSC で

取り上げている、すでに活動した結果としての財務、これからの組織能力を高めるための人財戦略、

製品サービスの提供相手である顧客や市場に対する評価と戦略、組織能力を高めるためのプロセ

ス改善は、単独の活動で成果が生み出されるモノではなく複合的な要素で成り立つ。そしてそれら

は、ある目的を達成するために行なわれるはずで、それを確実にするために行なわなければいけ

ないことが経営課題になる。経営課題も複雑化しており、例えば最近の話題であれば SDGｓへの

対応などもその一例であろう。したがって、ISO9001 の取り組みという部分活動であっても、それが

経営課題の何に対応しているのかを意識しないと、目的性のない活動になるので注意が必要であ

る 

 

事業プロセスへの統合は ISO9001 の課題でもある。品質マネジメントシステム－要求事項 解説で

は以下の記述があるので確認しておこう。 

 

3 主な改正点 

b) 事業プロセスへの統合 5.1.1 c) では，品質マネジメントシステムが組織の事業目的の達成に寄

与するものとなるよう，事業プロセスへの品質マネジメントシステム要求事項の統合をトップマネジメ

ントに対して求める要求事項が追加されている。また，5.1.1 a) では，トップマネジメントが品質マネ

ジメントシステムの有効性に説明責任（accountability）を負うことも求めている。これらの要求事項

の追加には，事業とは独立してしまっている品質マネジメントシステム，及び品質マネジメントシス

テムの計画・運用そのものが目的になるような形骸化した適用を防止する狙いがある。 

 

下記の図と合わせて確認して欲しい。 

 



 

 

●経営上の役割を明確にすること 

 

最近ではあまりないのだが、少し前の審査経験で、「なぜ ISO9001 の認証を取得したのですか？」

という問いに応えをもらえない組織があった。流行であったり、親会社からの要請だったりするのだ

が、目的性の自覚がないケースがあった。そのため、ISO9001 への投資対効果が計れず、仕組み

の形がい化や認証維持を辞めるなどの良くないことも起きていた。 

 

およそ企業活動で無意味な者は存在しない。直接の利益を生み出す活動（主活動）だけでは組織

運営はできないので、これを支える活動（支援活動）と、将来に向けた投資活動などが含まれるが、

いずれも組織の戦略の中での位置づけになる。戦略は一般的には経営資源の配分の方針に基づ

く。経営資源は、ヒトモノカネに加え、情報やナレッジ、ブランドなど企業競争力を生み出すものが

対象となる。 

従って、「ISO9001 の認証」は経営資源の何に対応するのかを自覚する必要がある。 

 

（例） 

経営資源 ISO9001 の役割 

人 
社員が統一した行動が必要になる。伝達のための同じ言語が必要なので

ISO9001 の用語を用いてコミュニケーションを取ることができる 

モノ 
単に設備の老朽化ということだけではなく、不良率の発生などのデータ分

析に基づくことも必要になる。ISO9001 の活動が役に立つ。 

金 
金融機関からの資金調達では会社の製品品質の担保として使うことができ

るかもしれない。取得自体が意味がある。 

情報システム 何を管理すべきかの指針として ISO9001 に基づく監視項目を含めることは



有効である。 

ナレッジ 
ISO9001 は直接の知財にはならないかもしれない。しかし、品質保証の常

識として身につけることは組織能力の向上につながるかもしれない 

ブランド 
社用車に認証のロゴを入れることは顧客へのアピールにつながるかもしれ

ない。信頼の証になることが望ましい。 

 

こうした目的は、経営の優位性を図るものである。それは差別化戦略の文脈で考えることが求めら

れる。 

 

ISO9001 は顧客要求事項を満たすための条件が記載されている。これに対応していると云うこと

は体系的な枠組みで会社の仕組みを作っていることを担保する。体系的な対応を云うことは、品質

云う側面で会社の仕組みを見たときに「モレヌケ」を防ぐことができることを意味している。 

 

最近では「ESG」という言葉が投資基準として着目を浴びている。ガバナンスを担保するための

差別化戦略として考えてもよい。認証をすでに獲得している企業だけではない。これから認証を受

けることを考えている企業も、「認証取得中」でもよいのでアナウンスすることは差別化につながるの

でおすすめしたい。 

 

 

 

  



●PDCA への組み込みをすること 

 

 お祈りのような戦略では仮に行動規範になったとしても水先案内人にはなれない。PDCA の枠組

みにも組み込むことを配慮しなければならない。 

 

 
 

■PDCA について 

 

0.3.2 PDCA サイクルには以下のように記載されている。 

 

Plan：システム及びそのプロセスの目標を設定し，顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を

出すために必要な資源を用意し，リスク及び機会を特定し，かつ，それらに取り組む。 

－Do：計画されたことを実行する。 

－Check：方針，目標，要求事項及び計画した活動に照らして，プロセス並びにその結果としての

製品及びサービスを監視し，（該当する場合には，必ず）測定し，その結果を報告する。 

－Act：必要に応じて，パフォーマンスを改善するための処置をとる。 

 

良い品質の製品やサービスを生むプロセスをレベルアップするためのサイクル 

◆Plan：計画 

目標を決め、それを達成するために必要な計画を立案 

◆Do：実行 

立案した計画の実行 

◆Check：評価 

目標に対する進捗を確認し評価・見直し 

◆Action：処置・改善 

評価・見直しした内容に基づき、適切な処置を行なう 

というサイクルを回しながら改善を行なっていくことを指します。 



 

中野注記：P の段階で戦略から流れていることと、結果に対しての仮説があること 

 

■SDCA について 

 

標準化により成果を定着させるためのサイクル 

◆Standardize：標準化 

誰でもいつでも同じ方法で作業や業務を行なうことが出来る仕組みをつくる 

◆Do：実行 

立案した計画の実行 

◆Check：評価 

目標に対する進捗を確認し評価・見直し 

◆Action：処置・改善 

評価・見直しした内容に基づき、適切な処置を行なう 

 

処置改善の対象は、作成した作業標準が、その目的である「誰でもいつでも同じ方法で作業や業

務を行なうことが出来る仕組み」になっているのかが焦点となる 

 

■PDCA と SDCA の役割の違いを理解する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

https://www.kaizen-base.com/contents/qc-43025/ 

 

PDCA と SDCA の入れ子構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マネジメントシステムの改善と作業標準の改善を同一視してはならない 

 

 

 

 

  

Plan Do Check Act For Improvement 

Standard Do Check Act For Improvement 



 

第 2 章 組織を率いる 

 

【丸投げをしない】 

 

●丸投げをやめる 

 

心構え 

いきなりコンサルタントを探すのはやめてください。 

まずはできるところから自力でやってみてください。 

それを補強するのがコンサルタントだと思ってください 

最初にすべきこと 

まずは自社の活動を整理してください。 

暫定的でよいので「品質マニュアル」を作ってください。 

認証機関の選び方 

認証機関によって審査の考え方が異なります。また審査費用も異なります。 

複数の認証機関を探して（インターネットで探せます。口コミも利用できます。また紹介で

もよいです。）見積もりを取ってください。 

費用面だけでなく、印象なども大切にしてください。 

 

一般的には、品質マニュアルは規格要求事項に対してどう対応しているのかがわかるものなので、

実際には組織の管理体系がわかるものとそれと規格との対応表があればよい。 

一般的な企業であれば 

社是社訓、経営理念などを記載したもの 

経営計画書、事業計画書あるいは年頭所感 

業務管理の規定（就業規則、給与規定、職務分掌規程、旅費規程、 

機密保持規定、などの人事・労務・法務関係の規定） 

各種の作業手順書、作業標準、管理規定、事故対応マニュアル 

などがあるはずなので、これを規格要求事項に対応させればよい。 

業務プロセスの整理には、フローチャートなども活用するとよい。 

 

●部下に丸投げは辞めよう 

 

部長：○○君。我が社では ISO9001 の認証取得を行なうことにした。担当は君だ。よろしく。 

○○：ISO9001 って何ですか？何をすればいいんですか？ 



部長：私も知らない。君に任せるよ！ 

・・・ 

 

注記 最初に述べた「丸投げ」の他に、「命令」という不適切な進め方がある。なぜ不適切かと云え

ば 

 社員が理解できないうちに仕組みを作る 

 社員の協力が不十分で実態と合わない仕組みが作られる 

 実態と合わないので現場ではそのルールに従わない 

 不適合が増加してしまう 

などが上げられる。 

 

特定の個人に丸投げをすると、市販の解説書や認証機関などが行なうセミナーに頼ることになる。

自力でできないと分かるとコンサルタントに依頼することになる。 

これ自体は悪いことではない。まずは勉強する（知る努力をする）、専門家に依頼する。と言う行為

は至極まっとうだ。 

 

問題なのは、「担当者だけ」が活動して、上司も周囲の人（同僚、他部門）も関与しないことだ。経験

上、これは下記のような文書管理に対しての不満を招く。 

 

①現場が目的不明の記録作成を強要される 

②過剰な文書の作成を必要となり負担が増す 

③実態に合わない文書が作成され利用されない 

 

これは、担当者がされに相談もできないためにコンサルタントの言いなりになることで発生すること

が多い。ただし、これはコンサルタントの責任ではない。コンサルタントにしっかり「なぜ」を伝えられ

ず、必要な情報を提供できない会社側の責任だ。 

 

（苦い思い出） 

これもプライバシーマーク取得のコンサルタントをしていたときの経験なのだが、「社長から認証取

得をするので君が責任者として担当してくれ」と言われたと泣きつかれたことがある。 

現在のプライバシーマークも ISO9001 もトップマネジメント（すなわち経営者）の関与を強く求めて

いる。いってしまえばシステム構築の責任者は社長である。 

社長が担当者で有り、その一部を他者に権限委譲することは当然のこととしても、最初から丸投げ

してはならない。さもないと、担当者に過負荷が起き、最悪途中で放り出すことになりかねない。あ

るいは、会社にとって意義のない仕組みを作りかねない。 

・「なんでこんなことをしているんですか」と審査で聞きかねない。 



 

●コンサルタントとの付き合い方には気をつけること 

 

審査をしている際に、特に内部監査などについて「なんでこのやり方にしているのですか」あるい

は「なんでこの文書体系にしているのですか」と聞くことがある。どう見ても過剰あるいは組織に合わ

ない規定類が混在することがあるからだ。製造業には製造業、さらには製造特性（組み立てなのか

加工なのかなど）で QCD の担保工程表の書き方なども変わるだろう。また、あまりにもルーティン

化して常識でできるのであればマニュアルなども要らないだろうと言うことが配慮されていないこと

がある。その理由を聞くと「コンサルタントにお願いしたらこうなった」という解をもらうことがある。 

 

コンサルタントに丸投げしてはならない。そうすると、コンサルタントの言いなりになってしまう何をす

べきかを自分たちで考えなければ、無駄の多い仕組み作りになってしまう。 

解決策をコンサルタントに作ってもらってはならない。自ら道筋を立てて、それへのリスクを助言して

もらうことが望ましい。なぜならば、作り上げた仕組みの意義が納得されるからである。 

ISO9001 で過負荷な文書作成になっているケースで、なぜこのような仕組みになっているのですか

と聞くと「コンサルタントに頼んだらこうなりました」と答えられるケースが多々ある。 

過負荷な ISO9001 のマネジメントシステムはコストの無駄である。 

 

コンサルタントは「作業員」ではない。あくまでも「助言者」として付き合うことが望ましい。 

 

私自身は、こうしたマネジメントシステムの構築や認証のお手伝いをすることがある。そうした経験か

らの丸投げされると ①組織がマンパワーがないからと云って代行すると、組織の実体と合わない

システムが作られかねない ②中身の全体像が分からないので社内への展開（教育を含む）が組

織側でできなくなる ③そのために、一から十までをコンサルタント任せになる。その結果、システム

の改築が自分たちでできなくなり、実態に合わないシステムを使い続けることになる。 

と言った結果に合いかねない。 

 

自分事としてマネジメントシステムを作る必要がある。 

 

マネジメントシステムとは、組織（指示命令系統、階層）と機能（一般的には部門）、作業標準（規程

や QC 工程表、マニュアルなど）で構成される。 

 

従って、会社が異なればそのマネジメントシステムは同じモノがなく、すべて独自性を保有する。そ

うした中で ISO9001 が求めている事項を現在の社内にある仕組みに組み込もうとすれば会社固有

の事情に詳しい人間が中心になるべきである。ではコンサルタントはどういう役割だろう。私は 

 向かうべき方向の提示 



 間違った方向に行こうとしている場合の指摘 

 モレヌケが発生しそうな場合の助言 

 ISO9001 が求めているコトと求めていないことの助言 

程度に納めておくべきだと思う。そうしないと自分事のマネジメントシステムは作れない 

 

●方向性を示すには経営者の責任である。 

 

規格要求事項にすでに関わっている。 

 

5.1 リーダーシップ及びコミットメント 

5.1.1 一般 

トップマネジメントは，次に示す事項によって，品質マネジメントシステムに関するリーダーシップ及

びコミットメントを実証しなければならない。 

a) 品質マネジメントシステムの有効性に説明責任（accountability）を負う。 

b) 品質マネジメントシステムに関する品質方針及び品質目標を確立し，それらが組織の状況及び

戦略的な方向性と両立することを確実にする。 

c) 組織の事業プロセスへの品質マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。 

d) プロセスアプローチ及びリスクに基づく考え方の利用を促進する。 

e) 品質マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。 

f) 有効な品質マネジメント及び品質マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。 

g) 品質マネジメントシステムがその意図した結果を達成することを確実にする。 

h) 品質マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を積極的に参加させ，指揮し，支援する。 

i) 改善を促進する。 

j) その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう，管理層の

役割を支援する。 

注記この規格で“事業”という場合，それは，組織が公的か私的か，営利か非営利かを問わず，組

織の存在の目的の中核となる活動という広義の意味で解釈され得る。 

 

5.3 組織の役割，責任及び権限 

トップマネジメントは，関連する役割に対して，責任及び権限が割り当てられ，組織内に伝達され，

理解されることを確実にしなければならない。 

トップマネジメントは，次の事項に対して，責任及び権限を割り当てなければならない。 

a) 品質マネジメントシステムが，この規格の要求事項に適合することを確実にする。 

b) プロセスが，意図したアウトプットを生み出すことを確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び改善（10.1 参照）の機会を特にトップマネジメン

トに報告する。 



d) 組織全体にわたって，顧客重視を促進することを確実にする。 

e) 品質マネジメントシステムへの変更を計画し，実施する場合には，品質マネジメントシステムを

“完全に整っている状態”（integrity）に維持することを確実にする。 

 

下記を確認しよう 

 

 

 

↓  宣言をする 

 

私たちは社会に約束する 

私たちはお客様に約束する 

私たちは社員に約束する 

私たちは自分たちの誇りに約束する 

 

 

 

【共同ではなく共感を求める】 

 

 リーダーシップのあり方は、長い間研究され、その在るべきスタイルは時代とともに変わるとともに、

また多様な世界の中で求められるスタイルも変わってきている。 

 リーダーの本来持つべき人間的資質は、誠実であることなど変わらない部分があるが、組織運営

と云うことではいろいろな考え方がある。 

 



意思決定のスタイルといしては以下がある。 

 ・軍隊的統率 ・・・ トップが決定し、下に展開する。いわゆるトップダウン。 

家長的な制度も同様になる。 

 ・家族的統率 ・・・ 何かことがあれば、皆に相談しながら集団として行なう意思決定。 

             いわゆるボトムアップ 

 どちらがいいと云うことではなく、その組織の特性による。トップダウンは、意思伝達の遅さと修正

の聞きにくさがある。安定した事業環境であれば良いがそうでないなら注意が必要である。不確定

要素が大きく、社員の自らの判断力が必要であれば、家族的統率が柔軟性に富む。 

 そのため、近年では、「エンゲージメント」や「エンパワーメント」という言葉が注目されており、マネ

ジメントシステムの原則でも「人々の積極的参画」という形で表現されている。 

 

2.3.3 人々の積極的参加 

2.3.3.1 説明 

組織内の全ての階層にいる，力量があり，権限を与えられ，積極的に参加する人々が，価値を創

造し提供する組織の実現能力を強化するために必須である。 

2.3.3.2 根拠 

組織を効果的かつ効率的にマネジメントするためには，組織の全ての階層の全ての人々を尊重し，

それらの人々の参加を促すことが重要である。貢献を認め，権限を与え，力量を向上させることに

よって，組織の品質目標達成への人々の積極的な参加が促進される。 

2.3.3.3 主な便益 

あり得る主な便益を，次に示す。 

－組織の品質目標に対する組織の人々の理解の向上，及びそれを達成するための意欲の向上 

－改善活動における人々の参画の増大 

－個人の成長，主導性及び創造性の強化 

－人々の満足の増大 

－組織全体における信頼及び協力の増大 

－組織全体における共通の価値基準及び文化に対する注目の高まり 

2.3.3.4 取り得る行動 

取り得る行動を，次に示す。 

－各人の貢献の重要性の理解を促進するために，人々とコミュニケーションを行う。 

－組織全体で協力を促進する。 

－オープンな議論，並びに知識及び経験の共有を促す。 

－人々が，パフォーマンスに関わる制約条件を明確にし，恐れることなく率先して行動できるよう，

権限を与える。 

－人々の貢献，学習及び向上を認め，褒める。 

－個人の目標に対するパフォーマンスの自己評価を可能にする。 



－人々の満足を評価し，その結果を伝達し，適切な処置をとるための調査を行う。 

 

 しかし、これでは、どのようなことが人々の参画を促すために必要なのかは分からない。ここで記

載されている事項は方向性を示していない。 

 リーダーがその構成員に対して接するスタイルとしては 

 ・先頭に立ち引っ張る（ついてこい） 

 ・後ろから鼓舞する（とつげき－） 

 ・任せる（やってみなはれ） 

などの立ち位置があるが、いずれも人の気持ちが重要なポイントになる。 

 組織はある目的のための共同作業であるが、その根底には「共感」が必要だと言われている。 

 未来に対して共感が得られない社員ではそのパフォーマンスが発揮できないことは自明である。 

 

 経営者は、「共感」を得るための努力をしなければならない。単にコミュニケーションを取れば良い

という話ではない。 

 

【組織を組み立てる（マネジメントシステムとは何か）】 

 

●マネジメントシステムの定義 

 

 用語の定義では下記の通りである。 

 

3.5.3 マネジメントシステム（management system） 

方針（3.5.8）及び目標（3.7.1），並びにその目標を達成するためのプロセス（3.4.1）を確立するため

の，相互に関連する又は相互に作用する，組織（3.2.1）の一連の要素。 

 

注記 1 一つのマネジメントシステムは，例えば，品質マネジメント（3.3.4），財務マネジメント，環境

マネジメントなど，単一又は複数の分野を取り扱うことができる。 

注記 2  マネジメントシステムの要素は，目標を達成するための，組織の構造，役割及び責任，計

画，運用，方針，慣行，規則，信条，目標，並びにプロセスを確立する。 

注記 3 マネジメントシステムの適用範囲としては，組織全体，組織内の固有で特定された機能，

組織内の固有で特定された部門，複数の組織の集まりを横断する一つ又は複数の機能，などがあ

り得る。 

 

 もぅ少し、簡略化すると以下のようになる。 

 ・組織   支持命令系統。だれが意思決定し、だれがそれに従うのかの体系。一般的には階層

を指す。 



 ・機能   だれがどのようなことをすべきかの体系。一般的には部門を指す。 

 ・標準   個々人の作業が正しく行なわれる基準。一般的には規程、基準と呼ばれる。 

 

●部門についての補足 

 

ここでいう機能とは組織の「部門」が対応する。すなわち機能とは営業部門、製造部門、企画部

門などの個々の機能に対応していると思われる組織上の構成を指す。階層とは、組織上の権限の

範囲を指す。例えば事業部、部、課、チームなどに組織は階層的に分化しているというのが一般的

であろうから、そのどのレベルで品質目標を立てるのが適正なのかを考える必要がある。プロセスと

は、いわゆるバリューチェーンなどの考え方に基づき、価値を生み出すプロセスが組織構造と一致

しない場合の着目点になる。例えば顧客対応は製品を作る前、作った後でのことを考えると複数の

部門での対応が必要かもしれない。 

 

●規格では何を求めているのか 

 

5.3 組織の役割，責任及び権限 

トップマネジメントは，関連する役割に対して，責任及び権限が割り当てられ，組織内に伝達され，

理解されることを確実にしなければならない。 

トップマネジメントは，次の事項に対して，責任及び権限を割り当てなければならない。 

a) 品質マネジメントシステムが，この規格の要求事項に適合することを確実にする。 

b) プロセスが，意図したアウトプットを生み出すことを確実にする。 

c) 品質マネジメントシステムのパフォーマンス及び改善（10.1 参照）の機会を特にトップマネジメン

トに報告する。 

d) 組織全体にわたって，顧客重視を促進することを確実にする。 

e) 品質マネジメントシステムへの変更を計画し，実施する場合には，品質マネジメントシステムを

“完全に整っている状態”（integrity）に維持することを確実にする。 

 

●組織への向き合い方 

 

（1）組織とは何か 

 

ISO9000：2015 の「0.1 一般」の最初の書き出しは以下の通りである。 

品質マネジメントシステムの採用は，パフォーマンス全体を改善し，持続可能な発展への取組みの

ための安定した基盤を提供するのに役立ち得る，組織の戦略上の決定である。 

したがって、品質マネジメントシステムの枠組みを決定するためには組織の存在意義とそれを実現

する構造的特徴を明らかにしなければいけないことは自明である。 



しかし「組織」とは何だろう。 

まずは、構造的特徴（機能的特徴に対比させた言葉）に関わる諸々のことを考えてみよう。 

 

少々堅苦しいが、用語の定義も確認しよう。 

3.2.1 組織（organization） 

自らの目標（3.7.1）を達成するため，責任，権限及び相互関係を伴う独自の機能をもつ，個人又は

グループ。 

注記 1 組織という概念には，法人か否か，公的か私的かを問わず，自営業者，会社，法人，事

務所，企業，当局，共同経営会社，協会（3.2.8），非営利団体若しくは機構，又はこれらの一部若

しくは組合せが含まれる。ただし，これらに限定されるものではない。 

注記 2 この用語及び定義は，ISO/IEC 専門業務用指針－第 1 部：統合版 ISO 補足指針の附

属書 SL に示された ISO マネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つを成す。

元の定義の注記 1 を変更した。 

まずは、「自らの目標を達成するため，責任，権限」という枠組みで考える。 

 

（2）組織を理解するための枠組み 

 

●ピラミッド構造（一例） 

 

 

 

直轄部門、間接部門、現業部門という呼称の部署が存在するわけではない。便宜上の区分と考え

て欲しい。 

 

直轄部門 



社長直属で、他の部門の調整役になる。組織横断的な部署であり、部門と兼任することもある。独

立性が必要で、内部統制の役割を担うことがある。 

 

間接部門 

ノンプロフィット部門、あるいは間接部門と呼ばれ、直接顧客から収益を上げることはない。管理面

での役割が大きい。購買部門なども含まれることがある。 

 

現業部門 

プロフィット部門あるいはライン部門と呼ばれ、直接顧客からの収益に関連する部門になる。サプラ

イチェーンあるいはバリューチェーンとの対比で組織構築されることがある。 

 

アウトソース 

厳密に言えば、アウトソースは直接の指示命令系統に含まれないので組織構造に含めるのは適当

ではない。しかし、顧客から見れば、製品が外部に委託していようが、組織の提供する製品・サー

ビスと一体化していると見なす以上、どの部分をアウトソースするのかは整理しておくことを勧める。 

製造業などで考えると、前工程（板金、塗装、枠の組み立て、鋳造、プリント配線）、後工程（梱包、

配送、組み立て）などが考えられる。 

 

●表にして整理 

 

名称 権限と役割 

社長 組織のトップマネジメント。全ての最終決定権限を持つ。一部を各部門長等に委

譲することがある。マネジメントレビュー、経営に関わる全体会議の招集を行なう。 

監査室 第三者的な目線で組織を評価する。ISO9001 の監査だけでなく、会計監査、業

務監査などを行なうこともある。一般的には「内部統制」の要としての役割を求めら

れる。 

QMS 管

理室 

主に、品質マネジメントシステムの管理を行なう。文書管理、不適合への対応など

の管理面での業務が中核となる。QMS 推進の活動（委員会などのプロジェクト管

理）なども行なう。 

総務部 主活動（基幹プロセス）の支援活動を行う。経費の管理、社外内外の文書作成、

備品の管理、設備類などの管理も含む。一般的には箇条 7.1.2、7.1.3 に関わる。

購買管理を含む場合もある。 

人事部 採用、教育、評価、配置などが主業務である。人事戦略の要になるので長期的な

展望が必要になる。人材面でのリスクなどについて経営に報告する義務を有す

る。 



品質保証

部 

主に顧客クレームが入ったときの対処を行なう。出荷前の検査ではなく、出荷後

に発生するトラブル対応が中心となる。製造プロセスの変更もありうるので製造部

門とのコミュニケーションは欠かせない。 

生産管理

部 

営業部門もしくは顧客要請にしたがったスケジュール調整を行なう。製造設備の

管理、出荷前検査、出荷管理など製造の入り口と出口の管理になる。 

営業部 顧客への情報提供、顧客の要望収集、問い合わせ対応、販売促進など営業活

動全般を行なう。 

製造に当たっては顧客要求事項の明確化、出荷後の顧客対応を含む。 

 

名称 権限と役割 

顧客サ

ポート部 

アフターサービスなどが業務として成立する場合には設置されることが多い。コー

ルセンターあるいは定期訪問による製品検査などがある。営業部に含まれることも

多い。 

設計部 カタログ製品であっても新製品の開発時には設計開発を行なうことがある。最近は

CAD で設計し、試作品を作って確認することも多い。顧客からのサンプル品などを

預かることもある。 

部門内

会議 

各部門のプロセスを確実にするための情報交換などを行なうために行なう会議。会

社方針の伝達などの連絡が多いが、改善のための議論をするなどの役割も求めら

れる。 

部門間

会議 

全社的な生産プロセスの調整など部門間での協力が必要な場合の会議。単なる

連絡の他、プロセスをスムーズに進ませるための調整など協業的な意味合いが強

い。 

全体会

議 

間接部門、現業部門の区別無く全社的な議論をする場合に開催される。一般的に

は経営者が招集するもので、マネジメントレビューなども含む。年頭所感の告知な

ども含まれる。 

部門長 各部門の意思決定者。組織が決めた権限内でさまざまな決定を行なう。他部門と

の調整責任も持つ。 

部員 各部門の執行者。基本は部門の方針に従うが、場合によっては部門長と調整する

権限を有する。小規模な部内会議であれば開催権限を持つ。 

アウトソ

ース 

製品・サービスのプロセスの一翼を担う。 

※プロセスの何を担うのかを明示すること。 

 

（3）次に何をするべきか 

組織の構造は会社が決定するもので正解があるわけではない。しかし、その構造は会社の事業活

動との裏表の関係であり、何かしらの目的があって成立する。 

戦略と組織は密接な相互関係があり、自分が所属する部門の役割を認識する必要がある。 



ISO9001 では、組織構造を明らかにせよとは要求していない。しかし、その組織構造をあきらかに

しないままマネジメントができるはずもない。 

この機会に整理することを勧める。 

 

【対話できる場を作る】 

 

 一般的に、人々を率いるには「対話」が重要だと言われている。 

 かつて、「社員が何を考えているか分からない」と発言した経営者がいた。しかし、彼の執務室は

ビルの最上階にあり、役員専用エレベータでしかそこに立ち入れない。そんな状況で社員との対

話の場もあるわけもなく、イエスマンで囲まれた彼が社員の気持ちを推し量れるとも思えない。 

 とはいえ、当時の会社については業績が好調で有り、そんな社員への気配りもおざなりの言葉だ

ったのだろう。「対話」自動的にできるわけではない。 

 

①具体的な場を作る 

 どんな形であれ、社員と同席する場を作るべきである。毎日の朝礼でも良いし、定期的な食事会

でも良い。自分自身が知っている例では「ランチョンミーティング」がある。社長が、一定数（数人）

の社員と昼食を摂りながら、近況を交換する。話題は何でも良い。持ってきた弁当の話でも、家族

の話でも何でも良い。できれば仕事の話はしない方が良い。 

 

②聞き役に徹する 

 社長は話をしてはならない。まずは、社員が話したいと思うことを話させることが最初になる。信頼

関係の無い段階で社長が話をし始めたら、その話題から離れてはいけない、反対してはいけない

というドライブがかかる。そうなると、相互コミュニケーションは成立せずに、社長の独演会になって

しまう。自分自身の悩みを社員に聞かせてはならない。 

 

③質問をされてからはじめて発言する 

 聞き役は発言を促すように言葉を発するが、「社長はどう思っているのですか」と言われたときに

はじめて発信することが許されるのだと認識する必要がある。その時も、社員が求めているコト（一

般的には会社の責任）を発信し、社員に求めることを発信してはならない。そうしないと、結局は社

長からの命令になってしまう。 

 

 さて、ISO9001 の認証を使用とした場合、単に「認証の準備をするように」と云うことでは不十分で

ある。どうしても「ISO9001」が話題にはなるものの、社員の共感を得られるような「対話」の場を作る

ことが経営者の責務になる。 

  



第 3 部 QMS の実装の為に最初にすべきこと 

 

第 1 章 キックオフ 

 

（1）宣言をする 

 

下記を宣言すること 

• なぜ ISO9001 の認証取得をするのか。それは当社にとってどんな意味があるのか？ 

• 社員みんなの役に立つこと。そして社員の協力が必要なこと。 

• いつまでに認証取得をするのかを示すこと。明確なゴールを示すことは社員を鼓舞するのに

役に立つ。 

これらは社長の役割である。 

 

（2）ワンチーム 

 

●必要な人材をそろえ役割を決めること 

当面のゴールは、ISO9001 の認証取得である。取得した後の維持などについても話し合おう。 

下記のメンバーが必要になる。 

 社長   全ての決定事項において最終責任者となる 

 事務局  認証機関との窓口、進捗の管理などを行なう 

 担当者  いわゆるワーキングスタッフとして、文書の作成や現場への説明など実働部隊にな

る。1 名ではなく、数名が望ましい。 

 

●オブザーバーとしてのコンサルタント 

正直に言えば、ISO9001 の規格要求事項に自社のマネジメントシステムをどう対応させれば良い

のかを、十分な知識無しでは分からないだろう。 

水先案内人としてのコンサルタントは有効である。彼らは、何が組織にとって有益であるかを知って

いるはずだ。 

適切な質問をすることで有益な回答を得ることができる。 

適切な質問には「私たちは何を質問して良いのかが分かりません」も含まれる。 

コンサルタントを作業員と間違ってはいけない。 

 

●共感を育てる 



「貴方が社員の声に耳を傾けないのであれば、社員が貴方に耳を傾けないのは当然のことである」 

最初に事務局あるいは管理責任者を任命する場合には職務上の命令になるだろう。しかし、現在

何に困っており、それを解決するために ISO9001 が有効であると思うのなら、その心情を伝え、共

感を得てからチーム作りを始めなければならない。「One Team」はラグビーだけではない。 

 

●チーム編成表の例 

 

名称 役割 権限と責任 

トップマネジメント 

※一般的には代表取締役 

QMS に関する最終決定者 

マネジメントレビューの実施者 

委譲している全ての権限を含

めて全ての責任を有する 

管理責任者 

※正副の複数人の態勢でも

良い 

QMS の適正運営を保証する 

内部監査などを指揮する 

QMS 活動について各部門に

指揮する権限を持つ。トップ

マネジメントから保証されるこ

と 

QMS 管理委員会 

※関連部門から兼任で担って

もらうことが望ましい 

QMS に必要な活動を現場レ

ベルで展開されることを担保

する 

現場に展開されることを約束

しなければならない 

 

（3）合宿で共有すること 

 

●宣言 

最初のキックオフミーティングの開催を宣言すること。初めての会合は会社から離れた場所での

合宿が望ましい。なぜならば、いったん仕事から離れることで思う存分話し合いができるからである。 

 

●目的の確認 

ISO9001 の規格の構造を知ることを目的とする。解釈や深い理解は必要は無い。 

正解でなくとも良い。規格項番とそれに対する自社の考え方を整理する。 

チーム全員で 2 日程度の合宿が望ましい。会社が本気であることを知らせ、チームのお互いが信

頼できるという確信を得ることができる。 

 

●成果物 

キックオフミーティングでは多くの話し合いが行なわれる。 

話し合いの内容を議事録で残すことは否定しないが、それだけでは不十分である。 

成果物として、ISO9001 をどの様に受け止めたのかを記録として残すことを勧める。 



 

 

成果物の例 

 

ここに下記を記載する 

① 規格に該当する活動をしているか？しているとすればその内容は何か？ 

② 該当する活動がないとしたら、今後できる活動は何か？ 

③ 疑問に思ったこと 

 

（4）プログラムの例 

 

1 日目 

９：00 ～ 9：10 事務連絡 

９：10 ～ 9：40 オリエンテーション 

９：40 ～ 11：15 箇条４ 

ガイダンス 20 分 

個人ワーク 20 分 

チームとりまとめ 30 分 

発表と振り返り 25 分 

5 分休憩 

 

11：20 ～ 12：55 箇条５ 

12：55 ～ 13：40 昼食 



13：40 ～ 15：15 箇条６ 

15：20 ～ 16：55 箇条７ 

17：00 ～ 19：35 箇条 8.1～8.3  

 

2 日目 

9：00 ～ 9：30 前日の振り返り  

9：30 ～ 11：05 箇条 8.4～ 

11：20 ～ 12：55 箇条９ 

12：55 ～ 13：40 昼食 

13：40 ～ 15：15 箇条 10 

15：20 ～ 15：50 わかったこと、次にすること  

 

16：00 ～ 16：40 品質方針の決定 

16：40 ～ 17：00 今後のスケジュールなど 

 

（5）プログラムの構成 

 

●オリエンテーション 

目的を説明する。「何のためにやっているんですか」という声をなくす。社長自ら話す。 

• 会社全体での取り組みとすること 

• 現場の認識を尊重すること 

• お互いを知ると云うこと 

進め方を説明する。事務局から説明して良い 

• メンバーの紹介 

• 進め方、スケジュール 

• 成果物について 

 

●箇条毎のワークショップ 

ガイダンス（コンサルタントが実施しても良い） 

• 箇条の構成についての簡単な説明。箇条の意図など。20 分 

個人ワーク（10 分から 20 分程度） 

• この箇条を実施することで会社にどんなメリットがあるのか 

• 今やっているか、していないか 

• やっているとしたら自社のどんな活動が対応するのか 

• やっていないとしたら何ができるか。それはどの程度か 

チームとしてのとりまとめ（30 分程度） 



• 発表と意見交換（20 分程度） 

• チームと（コンサルタント）、社長と管理責任者でフリートーク 

 

●分かったこと、次にすること 

2 日間のワークショップでカバーできたこと、カバーできなかったことを整理する。 

この成果を基に、ISO9001 の認証に向けて何をしなければならないのかの意見交換をする。 

あくまでも自分自身で考えることを重視する。 

ただし、経験のあるコンサルタントに助言を求めることは有益である。 

30 分程度を想定する。 

 

●品質方針の決定 

 

（6）キックオフのための合宿の運営実施 

 

●参加者の決定 

 

参加者 

経営者もしくはトップマネジメントと呼ばれる人 

管理責任者すなわち QMS の維持管理に責任を負う人 

QMS 担当者もしくは部門責任者 

配慮事項 

形式的な担当者ではなく積極的に QMS にかかわってくれる人が望ましい。 

ワークショップは最低 2 チームを想定している。参加者数は 6 人以上が望ましい。 

 

●スケジュール調整 

 

全員が参加できるように日程調整をする。 

業務都合での不参加が出ないようにする 

 

●事前課題 

事前課題として「規格」を読んでくることを求めること。理解はしないでもよいが、初めて目にすると

いうことはないようにする。また、用語がわからない場合には ISO9000:2015 も渡しておくこと。 

 

理解することを求めてはいけない。とにかく素読してもらうこと。 

必ずしも理解することを目標にする必要は無い。 

規格の言い回しになれること 



全体の構成を理解すること（理解しようと努めること） 

規格に対して同じ言葉でしゃべれるようになること 

できるだけ人数分の規格を購入すること（著作権は守ってね） 

ISO9001 で何をすべきかの個別論に入る前に全体を理解してから議論を始めるべきである。 

 

●コンサルタントのレクチャー 

全ての規格項番について解説をしてもらうことは避けましょう。 

議論を進めてゆく中で、疑問が生じたり、あるいは議論の展開の中でコンサルタントが説明が必要

だと判断したことだけに限定した方が良い。 

なぜなら、1 度に全てが解決されるわけではないから 

 

●ワークの繰り返し 

 

規格の要求事項から言えば、組織の最初の文書として「品質方針」が該当する。この文書を作成す

ることが次のワークになる。 

キックオフと同様に共同で進めることが望ましい。時間的には数時間でよいだろう。決定→公開→

意見収集→修正というプロセスを繰り返してもよい。 

 

●つぎにすべきこと 

 

キックオフを得て作成されたアウトプットを精査し、品質マニュアルを作成する。この段階では不十

分でも構わない。最初のスタートライン程度という認識でよい。 

文書管理の考え方を整理し、文書管理規定を最初に作成することを勧める。文書の外形的な統一

感や、わからないことがあれば何を見ればわかるのかというインデックスとなる。 

 

  



第 2 章 活動プロセスの見える化 

 

（はじめに）規格では何を求めているのか 

 

4.4 品質マネジメントシステム及びそのプロセス 

4.4.1 組織は，この規格の要求事項に従って，必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む，品

質マネジメントシステムを確立し，実施し，維持し，かつ，継続的に改善しなければならない。 

組織は，品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらの組織全体にわたる適用を決定し

なければならない。また，次の事項を実施しなければならない。 

a) これらのプロセスに必要なインプット，及びこれらのプロセスから期待されるアウトプットを明確に

する。 

b) これらのプロセスの順序及び相互作用を明確にする。 

c) これらのプロセスの効果的な運用及び管理を確実にするために必要な判断基準及び方法（監

視，測定及び関連するパフォーマンス指標を含む。）を決定し，適用する。 

d) これらのプロセスに必要な資源を明確にし，及びそれが利用できることを確実にする。 

e) これらのプロセスに関する責任及び権限を割り当てる 

f) 6.1 の要求事項に従って決定したとおりにリスク及び機会に取り組む。 

g) これらのプロセスを評価し，これらのプロセスの意図した結果の達成を確実にするために必要な

変更を実施する。 

h) これらのプロセス及び品質マネジメントシステムを改善する。 

 

（1）プロセスアプローチ 

 

 マネジメントシステムは、組織（意思決定と指示命令系統の明確化）と機能（目的を達成させるた

めの役割分担。一般的には部門構成を指す）、標準（明確なルール）が要素となる。 

 従って、まずは組織の仕組みを整理することが求められる。 

 その中核になるのが「プロセス」である。 

 

ISO9000：2015 の「0.1 一般」にプロセスアプローチについて記載されている。 

この規格は，Plan-Do-Check-Act（PDCA）サイクル及びリスクに基づく考え方を組み込んだ，プ

ロセスアプローチを用いている。 

組織は，プロセスアプローチによって，組織のプロセス及びそれらの相互作用を計画することが

できる。 



組織は，PDCA サイクルによって，組織のプロセスに適切な資源を与え，マネジメントすることを

確実にし，かつ，改善の機会を明確にし，取り組むことを確実にすることができる。 

 

同様に、マネジメントシステムの記載に下記がある。 

3.5.3 マネジメントシステム（management system） 

方針（3.5.8）及び目標（3.7.1），並びにその目標を達成するためのプロセス（3.4.1）を確立する

ための，相互に関連する又は相互に作用する，組織（3.2.1）の一連の要素。 

注記 2 マネジメントシステムの要素は，目標を達成するための，組織の構造，役割及び責任，

計画，運用，方針，慣行，規則，信条，目標，並びにプロセスを確立する。 

 

少し堅い言い方なので砕けた言い方で言えば 

①だれが何を決定するのかという意思決定上の枠組み（いわゆる階層） 

②プロセスの構造を規定する機能構造（いわゆる部門構成） 

③組織として統一した活動をする為の標準（規程やマニュアルなど） 

 

したがって、品質マネジメントシステムの枠組みを決定するためにはプロセスを明らかにしなければ

いけないことは自明である。プロセスについては下記が定義されている。 

 

2.4.1.3 プロセス 

組織には，定義，測定及び改善することができるプロセスが存在する。これらのプロセスは，組織の

目標と整合した結果をもたらすように，また，機能間の壁を越えるように相互に作用する。プロセス

には，それほど重要でないものもあるが，重要なものもある。プロセスでは，インプットを用いてアウト

プットを出すための相互に関連する活動が行われる。 

 

3.4.1 プロセス（process） 

インプットを使用して意図した結果を生み出す，相互に関連する又は相互に作用する一連の活動。 

注記 1 プロセスの“意図した結果”を，アウトプット（3.7.5），製品（3.7.6）又はサービス（3.7.7）の

いずれと呼ぶかは，それが用いられている文脈による。 

注記 2 プロセスへのインプットは，通常，他のプロセスからのアウトプットであり，また，プロセスか

らのアウトプットは，通常，他のプロセスへのインプットである。 

注記 3 連続した二つ又はそれ以上の相互に関連する及び相互に作用するプロセスを，一つの

プロセスと呼ぶこともあり得る。 

注記 4 組織（3.2.1）内のプロセスは，価値を付加するために，通常，管理された条件の下で計画

され，実行される。 

注記 5 結果として得られるアウトプットの適合（3.6.11）が，容易に又は経済的に確認できないプ

ロセスは，“特殊工程（special process）”と呼ばれることが多い。 



注記 6 この用語及び定義は，ISO/IEC 専門業務用指針－第 1 部：統合版 ISO 補足指針の附

属書 SL に示された ISO マネジメントシステム規格の共通用語及び中核となる定義の一つを成す。

ただし，プロセスの定義とアウトプットの定義との間の循環を防ぐため，元の定義を修正した。また，

元の定義にない注記 1～注記 5 を追加した。 

 

2.3.4 プロセスアプローチ 

2.3.4.1 説明 

活動を，首尾一貫したシステムとして機能する相互に関連するプロセスであると理解し，マネジメン

トすることによって，矛盾のない予測可能な結果が，より効果的かつ効率的に達成できる。 

2.3.4.2 根拠 

QMS は，相互に関連するプロセスで構成される。このシステムによって結果がどのように生み出さ

れるかを理解することで，組織は，システム及びそのパフォーマンスを最適化できる。 

2.3.4.3 主な便益 

あり得る主な便益を，次に示す。 

－主要なプロセス及び改善のための機会に注力する能力の向上 

－密接に関連付けられたプロセスから構成されるシステムを通して得られる矛盾のない，予測可能

な成果 

－効果的なプロセスのマネジメント，資源の効率的な利用，及び機能間の障壁の低減を通して得

られるパフォーマンスの最適化 

－組織に整合性があり，有効でかつ効率的であることに関して利害関係者に信頼感を与えること

ができるようになる。 

2.3.4.4 取り得る行動 

取り得る行動を，次に示す。 

－システムの目標，及びそれらを達成するために必要なプロセスを定める。 

－プロセスをマネジメントするための権限，責任及び説明責任（accountability）を確立する。 

－組織の実現能力を理解し，実行前に資源の制約を明確にする。 

－プロセスの相互依存関係を明確にし，システム全体で個々のプロセスへの変更の影響を分析す

る。 

－組織の品質目標を効果的及び効率的に達成するために，プロセス及びその相互関係をシステ

ムとしてマネジメントする。 

－プロセスを運用し，改善するとともに，システム全体のパフォーマンスを監視し，分析し，評価す

るために必要な情報が利用できる状態にあることを確実にする。 

－プロセスのアウトプット及び QMS の全体的な成果に影響を与え得るリスクを管理する。 

 

 

 



（2）IDEF0の活用 

 

正直な話、こうした規格の用語をなぞってみたところで、自分たちが明らかにしなければならない

ことが分かりづらい。 

規格では下記の様な図が記載されるが、ではこれを会社全体に適用しようとしたらどうなるのかは

指針がないと困るのではないか？ 

 

 

 

 上記のような Input-Process-Output の表現はシステム系では普通である。 

 例えば、IDEF0 は下記の様に説明されている。 

 DEF0 (機能モデリングのための統合化定義)は、情報システム、事業プロセス、あるいはソフトウエ

ア工学の分析、開発、リエンジニアリング及び統合のためのモデリング言語を提供する、製造機能

を記述するための機能モデリング手法である。（ウィキペディアより） 

 その構造は下記の基本構造になり、アウトプットは次のインプットになるような階層構造となってい

る。 

 

 その階層性は、連続の Input-Process-Output の連鎖であると同時に、機能の大きさの区分によ

る、サブセット群で構成される。 



 

 

 

 形式的にはこだわらなくとも、こうしたシステム的な記法を利用することも進める。 

 

（3）バリューチェーンあるいはサプライチェーン 

 整理する階層であるが、いわゆるマネジメントシステムで云う「機能」に着目することを進める。 

 「機能」とは英語では「Function」なのだが、これの日本語は「部門」という言葉がしっくりくる。日本

語で「部門」は、組織内での役割と対比されることが多い。ただし、製品別や事業モデル別の事業

部門とは異なるので注意は必要である。 

 「Cross Function」という言葉は「組織横断」と訳されるが、異なる機能を持った部門間というニュア

ンスの方が理解されやすいのではないだろう。 

 では、自社の部門構成はどのように理解したら良いのか？ 

 一つの考え方は「バリューチェーン」と「サプライチェーン」だろう。 

 



 

 一般的なバリューチェーンの図（会社により異なるので注意） 

 

 

 

組織の部門構成をどうするのかは経営者が決めることである。したがって、必ずしもバリューチェー

ンで決められるものでもない。しかし、自社の組織がどういう構造になっているのかは知る必要があ

る。 

支援部門、間接部門 

支援部門は一般的には経営資源の管理が中心となる。例えば、人の問題であれば人事部、設備

やお金の問題であれば取締役会や総務部、情報を扱うのであれば情報システム部、顧客対応で

あればカスタマサポート部、知財であれば法務部と言った枠組みが考えられる 

主活動、基幹プロセス、現業部門 



大きな枠組みとしては、営業、製造、それに関わる、生産管理、購買、販売や出荷、サポートサー

ビスの部門などが考えられる 

 

（4）活動の見える化 

 下記を参考に進めて欲しい 

 

●図式化 

 

記号 

 

 

プロセスの整理区分 

 インプット／プロセスの起動 

 プロセス 

 アウトプット／情報の受け手 

 ドキュメント／リポジトリー 

 

（図式化の例） 

 

 

 



こうした情報の整理を文書情報と結びつけることで、文書管理のツールにもなりうることを付け加

えておく。 

 

 

 

 

 

 

  



【おわりに】 

 

100 点満点を求めてはならない。過剰な文書システムになる。 

全てをカバーしようとして、何でもかんでも文書化しようとする組織がある。そうした組織では、「何の

ためにこの記録を作るか分からない」「使っていない規程がある」「管理に時間が取られる」などの

現場からの不満が出て、結果として形がい化したシステムになりかねない。 

 

規格は画一的な仕組みを求めているわけではない。 

 

この規格は，次の事項の必要性を示すことを意図したものではない。 

－様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化する。 

－文書類をこの規格の箇条の構造と一致させる。 

－この規格の特定の用語を組織内で使用する。 

 

経験的にも ISO9001 の認証においては避けて欲しいことがある。すなわち 

 そもそもできもしないことをルール化すること 

 不適合製品の流失を放置していること 

 規格で求めている目標管理をしていないこと 

 正当な理由無しで内部監査やマネジメントレビューを実施しないこと 

 

いずれも規格要求事項で「しなくてはならない」と記述されているモノを実施していれば防げるは

ずのものである。しかし勘違いしないで欲しい。規格要求事項は「何を」しなくてはいけないかを記

述しているが、「どうやって」しなくてはいけないかは記述されていない。したがって、実現の方法は

組織が決めるものであり、画一的な仕組みを求めているわけではない。 

 

 規格の要求事項を見てみると、その最後の項番は以下の通りである、 

 

10.3 継続的改善 

組織は，品質マネジメントシステムの適切性，妥当性及び有効性を継続的に改善しなければなら

ない。 

組織は，継続的改善の一環として取り組まなければならない必要性又は機会があるかどうかを明

確にするために，分析及び評価の結果並びにマネジメントレビューからのアウトプットを検討しなけ

ればならない。 

 

会社の仕組みは環境に合わせて常に改善が必要なものであり、いったん作ったからといってそ



のまま放置して良いというモノではないことを再認識して欲しい。 

 

現在の会社の仕組みは、正当な理由が当てそうなっているはずだ。したがって、会社の仕組みは

一定の最適解になっているはずだ。と言うことを念頭に置いておこう。その上で、これから認証を受

けようと考えている組織は、ISO9001 を起点として会社の仕組みを再編することは辞めて欲しい。

最初の段階では「モレヌケ」はなるべく避けなければいけないが、「巧拙」あるいは「十分かどうか」

は横に置いて、まずはできるところで運用をしてみて欲しい。 

 

さもないと、無理を重ねた過大な仕組みになりかねない。身の丈というのを自覚して欲しい。 

 

以上 

 

 

 


