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最初にお伝えしたいメッセージ






貴社でのISO9001運用について、現状に満足
しておられますか？
期待通りの成果（ISO9001では「意図した結果」と呼ぶ）
が出ていますか？
今回の2015年規格改正は、現状のISO運用に
満足していない組織の皆様にとって「チャンス」
であり、「追い風」になると思われます！
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ISO9001:2015規格改正の解説

Annex SL（アネックスSL)とは？




今回の規格改正の柱となっているAnnex SLとは、
ISOマネジメントシステム規格を策定する際に用語
定義や章構成などの共通部分に適用されるガイド
ラインのことで、2012年5月に発行されたものです。
マネジメントシステム規格の種類に拘わらず、経営
の中核的なレベルで考えるべき「組織マネジメント
の在り方」を示しています。
3

Annex SLに基づく「共通化」
によって何が変わるのか？






章構成が大幅に変わるので、改正後の規格は
「見た目」が大きく異なって見えます。
JICQA登録組織の皆様におかれましては、
規格の「見た目」の変化にとらわれることなく
今回の規格改正の核心的ポイント（下記の3点）
について正しく認識して頂くことを期待します。
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ISO9001:2015規格改正の解説

①「ISO取り組みの目的」を再認識して下さい。
① 2015年規格改正は「ISO認証の信頼性向上」を
目的の一つに掲げています。
ISO9001（第5版）規格の第4章「組織の状況」では、
組織の目的やQMSの意図した結果を達成する能力
に影響する外部及び内部の課題を明確にすること
及び、顧客など利害関係者からのニーズと期待を踏
まえ「何のためにISOに取り組むのか？」を明確化す
ることが求められています。
（ISO9001:2008の「序文」に記載されていた内容が
要求事項として明示されました！）
5

②「経営者の役割り」が一段と強化されます。
② 第5章「（経営者の）リーダーシップ」では、
経営トップがQMSの有効性について説明責任を果た
すこと、組織の事業プロセスにマネジメントシステム要
求事項を組み込むこと、つまりISOと経営（事業プロセ
ス）の一体化を求めています。（日常業務とISOの取り
組みが合致していない場合は、2015年版ではNGとな
ります）
「プロセスアプローチ」と「リスクに基づく考え方」の利
用を促進することも経営者の重要な役割です。
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ISO9001:2015規格改正の解説

③「リスクに基づく考え方」が強化されます。






③第6章「計画」では、 Annex SLで新たに導入された「リス
クと機会」というキーワードへの対応が重要になります。
現行ISO9001:2008規格では7.1項「製品実現の計画」で、
新製品、新規プロセス、新規顧客への対応や既存設備を変
更した場合などで「起こって欲しくない問題」や「対応すべき
品質課題」としてリスクが意識されていると思います。
2015年改訂では「問題の未然防止」がマネジメントシステム
の第1の目的であると認識されているため、「予防処置」の
条項がなくなっています。
7

管理責任者やISO事務局の皆様に
お願いしたいこと






ISO9001では、2015年9月に国際規格が発行さ
れてから「3年間」の間に移行審査を受けること
が決まっています。
十分な時間があります。 まずは、慌てず着実に
「現行ISOマネジメントシステムの点検」を行って
ください。
以下のスライドで、ISO9001：2015年版の内容を
解説しますので、ISO9001:2008規格との差異を
十分に認識して下さい。
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格
要求事項の解説


ISO9001:2015規格の要求事項（4章～10章）および「附属
書A」の内容を順次解説します。

注意事項：
 ISO9001：2015の内容に基づき、規格要求事項を「意訳」を
しています。
 完全な英文・和文併記版が必要な方は、日本規格協会の
ウエブサイトで入手できます。
http://www.webstore.jsa.or.jp
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ISO9001:2015規格の構成








PDCAサイクルを廻すことで、プロセス及びシス
テムを管理するという構成になっている。
〔PLAN〕
4. 組織の状況
5. リーダーシップ
6．計画
7. 支援
10
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格の構成










〔DO〕
8. 運用
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

運用の計画及び管理
製品及びサービスに関する要求事項
製品及びサービスの設計・開発
外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
製造及びサービス提供
製品及びサービスのリリース
不適合なアウトプットの管理
11

ISO9001:2015規格の構成









〔CHECK〕
9. パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価
9.2 内部監査
9.3 マネジメントレビュー

〔ACT〕
10. 改善
12
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ISO9001:2015規格改正の解説

2015年版と2008年版の比較
ISO9001:2015（第5版の内容）

ISO 9001:2008 (現行規格）

組織の状況
組織及びその状況の理解
利害関係者のニーズ及び期待の理解
QMSの適用範囲の決定

4
4.1
4.2
4.3

4.2.2

QMS及びそのプロセス

4.4

4.1

リーダーシップ
リーダーシップ及びコミットメント
方針
組織の役割、責任及び権限
計画
リスク及び機会への取り組み

5
5.1
5.3
5.5

品質目標及びそれを達成するための計画策定

5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

変更の計画

6.3

5.4.2

5.4.1

（序文）
（序文）
品質マニュアル
⇒現行規格では1.2適用の記述で
第7章要求事項の中の「適用除外：
Exclusion」を認めている
一般要求事項
⇒現行規格では、リスクに基づく考
え方を反映したプロセスアプローチ
の要求事項は明記されていない
経営者の責任
経営者のコミットメント
品質方針
責任及び権限
（序文及び7.1）
品質目標
⇒現行規格では、アクションプラン
の明確な要求事項はない
品質マネジメントシステムの計画
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2015年版と2008年版の比較
ISO/FDIS 9001:2015（第5版の内容）

ISO 9001:2008 (現行規格）

支援
資源

7
7.1

力量
認識
コミュニケーション
文書化した情報

7.2
7.3
7.4
7.5

運用
運用の計画及び管理
製品及びサービスに関する要求事項
製品及びサービスの設計・開発
外部から提供されるプロセス、製品及びサービ
スの管理
製造及びサービス提供
製品及びサービスのリリース
不適合なアウトプットの管理

8
8.1
8.2
8.3
8.4

6.2.2
6.2.2
5.5.3
4.2.3
4.2.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4

資源の提供
インフラストラクチャ
作業環境
監視用及び測定用の資源
⇒現行規格では組織の知識（固有
技術）の管理に対する明確な要求
事項はない
力量、教育・訓練及び認識
力量、教育・訓練及び認識
内部コミュニケーション
文書管理
記録の管理
製品実現
製品実現の計画
顧客関連のプロセス
設計・開発
購買

8.5
8.6

7.5
8.2.4

製造及びサービス管理
製品の監視及び測定

8.7

8.3

不適合製品の管理

6.1
6.3
6.4
7.6
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ISO9001:2015規格改正の解説

2015年版と2008年版の比較
ISO 9001:2015（第5版の内容）
パフォーマンス評価
監視、測定、分析及び評価

9
9.1

内部監査
マネジメントレビュー
改善
不適合及び是正処置

9.2
9.3
10
10.1

継続的改善

ISO 9001:2008(現行規格）

10.2

8.2.3
8.2.1
8.4
8.2.2
5.6

プロセスの監視及び測定
顧客満足
データの分析
内部監査
マネジメントレビュー

8.5.2

是正処置

8.5.1

⇒現行規格では、8.5.3項に予防処置の
要求事項があるが、
２０１５年版は日常業務に「リスクに基づく
考え方」を取り込むことがQMSの主目的
となるので削除された
継続的改善
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ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況











4.1 組織及びその状況の理解
組織の目的及びその戦略的な方向性に関連し、その組織の品質マ
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
する「外部及び内部の課題」を明確にしなければならない。
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。
解説：
ISO9001:2008規格の「序文」に書かれていた内容が要求事項として
明示された。 品質マネジメントシステムの目的を再認識して下さい。
課題には、好ましい要因／状態及び好ましくない要因／状態を含む。
外部及び内部の課題の変化はMRで審議される（9.3項参照）
16
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況












4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解
顧客要求事項と、適用される法令規制要求事項を満たす製品及び
サービスを一貫して提供する組織の能力に影響又は潜在的影響を
与えるため、組織は次の事項を明確にしなければならない。
a)品質マネジメントシステムに密接に関連する利害関係者
ｂ）QMSに密接に関連するそれらの利害関係者の要求事項
組織は、これらの利害関係者及びその関連する要求事項に関する
情報を監視し、レビューしなければならない。
解説：
ISO9001:2008規格の「序文」に書かれていた内容が要求事項として
明示されました。
利害関係者は、顧客や最終ユーザー、監督官庁、サプライヤーなど
17

ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況










4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定
組織は品質マネジメントシステムの適用範囲を定めるために、その
境界及び適用可能性を決定するために、次の事項を考慮しなけれ
ばならない。
a) 4.1に規定する外部及び内部の課題
b) 4.2に規定する、密接に関連する利害関係者の要求事項
c) 組織の製品及びサービス
決定されたQMSの適用範囲内でこの規格の要求事項が適用でき
る場合にはそれを全て適用しなければならない。
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。
18
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況


4.3 品質マネジメントシステムの適用範囲の決定 （続き）

適用範囲では、対象となる製品及びサービスの種類を明確に記載。

適用が不可能であることを決定したこの規格の全ての要求事項につ
いて、その正当性を示さなければならない。

適用不可能と決定した要求事項が、組織の製品及びサービスの適
合並びに顧客満足の向上を確実にする組織の能力又は責任に影響
を及ぼさない場合に限り、この規格への適合を表明してよい。
解説：

「恣意的」な要求事項の非適用を禁止しています。 ISO9001:2008
規格での適用除外(Exclusion)という用語は使われません。

QMS適用範囲（外部提供者から提供されるプロセスを含めどこまで
の活動を含めるべきか）が4.1項と4.2項から論理的に決まります。


19

ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況












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この規格の要求事項に従って、必要なプロセスとそれらの相互作
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。
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へ
の適用を決定し、以下を実施しなければならない。
a)必要なインプット、これらのプロセスで期待されるアウトプットを明確に
b)これらのプロセスの順序及び相互関係を明確に
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
決定し、運用する。
解説：
ISO9001:2008規格4.1項 「一般要求事項」が2015年版では「プロセス
アプローチとして明示されました。パフォーマンス指標も付加されました
20
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ISO9001:2015規格要求事項

4 組織の状況














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続き）
d) 必要な資源。及び、これらが利用できることを確実にすること
e) これらのプロセスに関する責任及び権限の割当て
f) 6.1の要求事項に従ったリスク及び機会への取組み。
g）プロセスを評価し、これらプロセスの意図した結果を達成すること
を確実にするための変更
h)プロセス及び品質マネジメントシステムの改善
4.4.2 組織は、次の事項を必要な程度まで行わねばならない。
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
解説：
6.1項のリスクと機会への取組みが明示されました。文書化も必須。
21
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5 リーダーシップ
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、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)品質方針及び品質目標を確立し、組織の状況及び組織の戦略的な方
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ヘ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。
解説：
2015年版では「経営トップの直接的な関与」が具体的に明記されました。
会社・組織の事業プロセスとISO活動の一体化を図ってください。
22
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ISO9001:2015規格要求事項

5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント














5.1.1一般（続き）
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。
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。
h)品質マネジメントシステムの有効性に寄与するように人々を積極的
に参加させ、指揮し、支援する。
i)改善を促進する。
j)管理層のリーダーシップを実証すべく、管理層の役割を支援する。
解説：
意図した結果の達成にはプロセスアプローチの活用が重要です！
品質マネジメントの7原則が反映されています。
23
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5 リーダーシップ
5.1 リーダーシップ及びコミットメント













5.1.2 顧客重視
トップマネジメントは次の事項により、顧客重視へのリーダーシップと
コミットメントを実証しなければならない。
a) 顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を明確にし、
理解し、一貫してそれを満たしている。
b) 製品及びサービスの適合性、並びに顧客満足を向上させる能力
に影響を与え得る、リスク及び機会を決定し、取り組んでいる。
c) 顧客満足の向上の重視が維持されている。
解説：
ISO9001:2008規格5.2項 「顧客重視」と比べ、より具体的に。
顧客重視の中にも「リスクと機会への取組み」を含めている。
24
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ISO9001:2015規格要求事項

5 リーダーシップ
5.2 方針

5.2.1 品質方針の策定
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適切で、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のコミットメントを含む。
d) 品質マネジメントシステム継続的改善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) 組織内に伝達し、理解し、適用。
c) 必要に応じて、密接に関連する利害関係者が入手可能。
















解説：
ISO9001：２００８規格5.3項の 「品質方針」と比べて幅広い視点が要求され
ます。

25
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5 リーダーシップ
5.3 組織の役割、責任及び権限

トップマネジメントは、以下について責任及び権限が割り当てられ、
組織全体に伝達し、理解されることを確実にしなければならない。
a) 品質マネジメントシステムの規格要求事項への適合を確実に。
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。
c) 品質マネジメントシステムのパフォーマンスと改善（10.1参照）の機
会をトップマネジメントに報告。
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。
e) 品質マネジメントシステムの変更を計画し、実施時には品質マネジメ
ントシステムを”完全に整っている状態”に維持することを確実に。






解説：
ISO9001：2008規格5.5.1項 「責任及び権限」の管理責任者という
言葉は無くなったが、実質的な役割は残されています。
26
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ISO9001:2015規格要求事項

6．計画
6.1リスク及び機会への取組み












6.1.1 品質マネジメントシステムの計画策定では、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、以下のために取り組む
べき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、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。
解説：
リスクとは、「不確かさの影響」のこと。（ISO9000の3.7.9項を参照）
不確かさは、好ましい影響又は好ましくない影響をもち得る。
リスクの好ましい影響の全てが機会をもたらすとは限らない。
（例えば、急な大量注文⇒納期遅れによる信用失墜など）
27

ISO9001:2015規格要求事項

6. 計画
6.1リスク及び機会への取組み













6.1.2 組織は、次の事項を計画しなければならない。
a) 上記によって決定したリスク及び機会への取組み
b) 次の事項を行う方法
1) その取組みのQMSプロセスへの統合及び実施（4.4参照）
2) その取組みの有効性の評価
リスク及び機会への取組みは、製品及びサービスの適合への潜在
的影響と釣り合いのとれたものでなければならない。
（注記１） リスクの取組みには、リスク回避、ある機会を追求するた
めのリスクの受容、リスク源の除去、起こりやすさ若しくは結果を変
えること、リスクを共有すること、十分な情報に基づく意思決定による
リスクを保有することなど。
（注記２） 機会には、新たな慣行の採用、新製品発売、新販路など
解説：
ISO31000規格のような正式なリスクマネジメントは要求されません。
28
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ISO9001:2015規格要求事項

6. 計画
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、QMS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。
b) 測定可能である。
c) 適用される要求事項を考慮。
d) 製品及びサービスの適合や顧客満足の向上に関連。
e) 監視する。 f) 伝達する。 g) 必要に応じ更新する。
組織は、品質目標の文書化した情報を維持しなければならない。
解説：
ISO9001:2008規格の5.4.1項「品質目標」が更に具体化されました。
プロセスに対する品質目標設定が必要となっています。（４．４項参照）
29

ISO9001:2015規格要求事項

6. 計画
6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定













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
解説：
ISO9001:2008規格の5.4.1項「品質目標」では曖昧だった目標達成
のための「実施計画書（アクションプラン）」（５W1Hが必須）が新たに
要求事項として明示されました。
計画段階で「結果についての評価方法」を明確化することが必要です
30
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ISO9001:2015規格要求事項

6. 計画
6.3変更の計画

6.3変更の計画
品質マネジメントシステムの変更の必要性を決定したとき、その変更は
、計画的な方法で行わなければならない。 （4.4参照）
組織は、次の事項を考慮しなければならない。
a) 変更の目的、及びそれによって起こり得る結果
b) 品質マネジメントシステムが完全に整っている状態（Integrity)
c) 資源の利用可能性
d) 責任及び権限の割当又は再割当て










解説：
ISO9001:2008規格の5.4.2項「品質マネジメントシステムの計画」に
対応して、内容がより具体的に明示されました。
変更が引き起こす結果を想定する⇒「リスクに基づく考え方」です。






31

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源










7.1.1 一般
組織は、品質マネジメントシステムの確立、実施、維持及び継続的改
善に必要な資源を明確にし、提供しなければならない。
組織は、次の事項を考慮しなければならない。
a) 既存の内部資源の実現能力及び制約
b) 外部提供者から取得する必要があるもの
解説：
ISO9001:2008規格の6.1項「資源の提供」で述べられていなかった
「外部提供者」（アウトソーシング）について、資源として考慮すべき
範囲として言及しています。

32
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源













7.1.2 人々
組織は、QMSの効果的な実施、並びにそのプロセスの運用及び管理
のために、必要な人々を明確にし、提供しなければならない。
7.1.3 インフラストラクチャ
製品及びサービスの適合を達成するためのプロセスの運用に関する
インフラストラクチャを明確にし、提供し、維持しなければならない。
（注記）インフラストラクチャには、次を含めることができる。
建物及びユーティリティー、設備（ハードウェア及びソフトウェア）
輸送のための資源、情報通信技術
解説：
ISO9001:2008規格の6.2.1項「人的資源」、6.3項「インフラストラクチ
ャ―」の要求事項と変わらず。
33

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源

7.1.4 プロセスの運用に関する環境

プロセスの運用に必要な、また製品及びサービスの適合を達成する
ために必要な環境を明確にし、提供し、維持しなければならない。

（注記） 適切な環境は、次のような人的及び物理的要因の組合せで
あり得る。
・a)社会的要因（例：非差別的、平穏、非対立的）
・b)心理的要因（例：ストレス軽減、燃え尽き症候群防止、心のケア）
・c)物理的要因（例：気温、熱、湿度、光、気流、衛生状態、騒音）

これらの要因は、提供する製品及びサービスによって大いに異なる

解説：

ISO9001:2008規格の6.4項「作業環境」の要求事項と同じ。

作業環境という言葉が「プロセスの運用に関する環境」という言葉に
変わりました。⇒サービス業（特に医療やレストラン）への配慮です。


34
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源











7.1.5 監視及び測定のための資源
7.1.5.1一般
製品及びサービスの適合を検証するため監視・測定を用いる場合、
結果が妥当であり信頼できるものであることを確実にするために必要
な資源を明確にし、提供しなければならない。用意した資源が次の事
項を満たすこと確実にしなければならない。
a) 実施する特定の種類の監視及び測定活動に対し適切である
b) その目的に継続し合致することを確実にするために維持される
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。
解説：
ISO9001:2008規格の7.6項「監視機器及び測定機器の管理」の要求
事項と変わらず。
35

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源










7.1.5 監視及び測定のための資源 （続き）
7.1.5.2 測定のトレーサビリティが、要求事項となっている場合、又は
組織が測定結果の妥当性に信頼を与えるための不可欠な要素とみ
なす場合には、測定機器は次の事項を満たさなければならない。
a)定められた間隔又は使用前に、国際計量標準又は国家計量標
準にトレーサブルな計量標準に照らし校正若しくは検証、又はその両
方を行う。そのような標準が存在しない場合には、校正・検証基準を、
文書化した情報として保持。
b)校正の状態を明確にするための識別。
c)校正の状態及び測定を無効にするような調整、損傷劣化から保護
解説：
ISO9001:2008規格の7.6項「監視機器及び測定機器の管理」の要求
事項と変わらず。
36
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源











7.1.5 監視用及び測定用の資源
7.1.5.2 測定のトレーサビリティ（続き）
測定機器が意図した目的に適していないことが判明した場合には、
それまでに測定した結果の妥当性を損なうものであるかを明確にし、
必要に応じて、適切な処置をとらなければならない。
解説：
ISO9001:2008規格の7.6項「監視機器及び測定機器の管理」の要求
事項と変わらず。
2015年版で、7.1.5.1一般と7.1.5.2 測定のトレーサビリティの2部構
成になっているのは、サービス業と製造業、両方への配慮です。
2015年版では「機器」という用語ではなく「資源」という言葉を使用した
のは、監視・測定の対象を広げるため。（モニターTVやタコメータなど
）
37

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源











7.1.6 組織の知識
組織は、プロセスの運用に必要で、かつ製品及びサービスの適合を
達成するために必要な知識を明確にしなければならない。
この知識を維持し、必要な範囲で利用できる状態に。
変化するニーズ及び傾向に対処するため、現在の知識を考慮し、必
要な追加の知識、及び要求される更新情報を習得する方法や、それ
らにアクセスする方法を決定。
解説：
ISO９００１規格策定の委員会（TC176/SC2)で日本国が提案した要求
事項です。
組織の知識とは「製品及びサービスに関連する固有技術」を指してい
ます。ISO9001認証の「信頼性」を高めるには固有技術も大切！
38
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.1 資源











7.1.6 組織の知識（続き）
（注記1） 組織に固有な知識であり、それは経験によって得られる。
それは、組織の目標を達成するために使用され、共有される情報で
ある。
（注記2） 組織の知識は、次の事項に基づいたもの
a)内部知識源（例、知的財産、経験から得た知識、成功プロジェクト
及び失敗から学んだ教訓、文書化していない知識及び経験の取得及
び共有、プロセス、製品及びサービスにおける改善の結果）
b)外部知識源（標準、学界、会議、顧客又は外部供提供者からの知
識収集）
解説：

2015年版での新しい要求事項です。(ナレッジ・マネジメント)
固有技術は特定の個人でなく、組織として管理することが重要
39

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.2 力量












組織は、次の事項を行わなければならない。
a)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影響を与
える業務をその管理下で行う人(又は人々)に必要な力量を明確にす
る。
b)適切な教育、訓練又は経験に基づいて、それらの人々が力量を備
えていることを確実にする。
c)該当する場合には、必ず必要な力量を身につけるための処置をと
り、とった処置の有効性を評価する。
d)力量の証拠として、適切な文書化した情報を保持する。
解説：
ISO9001:2008規格6.2.2項「力量、教育・訓練及び認識」の要求事項
とほぼ同じ。 「パフォーマンスや有効性に影響を与える」に注意！
40
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.3 認識













組織は、組織の管理下で働く人々が、次の事項に関して認識をもつこ
とを確実にしなければならない。
a) 品質方針
b) 関連する品質目標
c) パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む、品質マネジメ
ントシステムの有効性に対する自らの貢献
d) 品質マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意味
解説：
ISO9001:2008規格6.2.2項「力量、教育・訓練及び認識」の要求事項
と変わらず。
ただ、こちらにも「パフォーマンスとシステムの有効性」が付加された
41

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.4コミュニケーション











組織は、次の事項を含め、品質マネジメントシステムに関連する内部
及び外部のコミュニケーションを決定しなければならない。
a) コミュニケーションの内容（何を伝達するか）
b) コミュニケーションの実施時期
c) コミュニケーションの相手
d) コミュニケーションの方法
e)コミニュケーションを行う人
解説：
2015年版では、外部利害関係者も対象に含め、コミュニケーションの
方法を具体的に求めています。

42
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.5 文書化した情報















7.5.1 一般
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） QMSのための文書化した情報の程度は、次のような理由で
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
解説：
ISO9001:2008規格と比べ「文書化した手順」の要求が軽減された。
43
品質マニュアルという言葉も消えています。

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.5 文書化した情報












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に、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
解説：
ISO9001:2008規格4.2.3項「文書管理」の要求事項と変わらず。

44
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ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.5 文書化した情報










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)。
解説：
ISO9001:2008規格4.2.3項「文書管理」、 4.2.4項「記録の管理」の要
求事項と比べると、「機密性」の概念や、意図しない改変からの保護
が付加されています。 （アクセス権限の設定について工夫が必要）
45

ISO9001:2015規格要求事項

7. 支援
7.5 文書化した情報













7.5.3 文書化した情報の管理 （続き）
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
QMSの計画・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、必要に応じて特定し、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
保護しなけれならない。
解説：
ISO9001:2008規格4.2.4項「記録の管理」の要求事項と変わらず。
46
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.1 運用の計画及び管理











製品及びサービス提供に関する要求事項を満たすため、並びに
箇条6で決定した取組みを実施するために、必要なプロセスを計画し
実施し、かつ管理しなければならない。（4.4参照）
a）製品及びサービスに関する要求事項の明確化
b) プロセスと、製品及びサービスの合否判定に関する基準の設定
c) 製品及びサービス要求事項への適合に必要な資源の明確化
d）ｂ）の基準に従った、プロセスの管理の実施
e）プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつため、並びに
要求事項に対する製品及びサービスの適合を証明するために必要
な程度の、文書化した情報の保管（維持しかつ保持すること）
解説：
ISO9001:2008規格7.1項「製品実現の計画」に、2015年版6.1項リス
ク管理と4.4項プロセスアプローチの要素が付加されています。
47

ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.1 運用の計画及び管理 （続き）












この計画のアウトプットは、組織の運用に適したものでなければなら
ない。
組織は計画した変更を管理し、意図しない変更によって生じた結果を
レビューし、必要に応じて、有害な影響を軽減する処置をとらなけれ
ばならない。
組織は、外部委託したプロセスが、管理させていることを確実にしな
ければならない。（8.4参照）
解説：
「変更管理」については新しい要求事項です。（2015年版8.5.6を参照
アウトソーシング管理は、現行規格の4.1項「一般要求事項」と同じく
組織のQMSの中で管理する必要があります。
この要求事項には「リスクに基づく考え方」が明確に現れています。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.2 製品及びサービスに関する要求事項












8.2.1 顧客とのコミュニケーション
顧客とのコミュニケーションには、次の事項を含まなければならない。
a) 製品及びサービスに関する情報の提供
b） 引合い、契約又は注文処理、及びそれらの変更
c) 苦情を含む、製品及びサービスに関する顧客からのフィードバッ
クの取得
d) 顧客の所有物の取扱い又は管理
e) 関連する場合には、不測の事態の対応に関する特定の要求事項
の確立
解説：
ISO9001:2008規格の7.2.3項「顧客とのコミュニケーション」の内容に
「顧客所有物」や「緊急時対応」の要素が付加されています。
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8 運用
8.2 製品及びサービスに関する要求事項











8.2.2 製品及びサービスに関する要求事項の明確化
顧客に提供する製品及びサービスに関する要求事項を明確にする時、
組織は、次の事項を確実にしなければならない。
a)次の事項を含む、製品及びサービスの要求事項が定められている。
１）適用される法令・規制要求事項、２）組織が必要とみなすもの。
b)組織が、提供する製品及びサービスに関して主張していることを満た
すことができる。
解説：
ISO9001:2008規格の7.2.1項「製品に関連する要求事項」と同じ。
（ただし、要求事項が登場する「順番」が2008年版とは逆になった）
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.2 製品及びサービスに関する要求事項












8.2.3 製品及びサービスに関連する要求事項のレビュー
8.2.3.1組織は、顧客に提供する製品及びサービスに関する要求事
項を満たす能力をもつことを確実にしなければならない。組織は、製
品及びサービスを顧客に提供することをコミットメントする前に、次の
事項を含め、レビューを行わなければならない。
a) 顧客が規定した要求事項。これには引渡し及び引渡し後の活動に
関する要求事項を含む。
b) 顧客が明示してはいないが、指定された用途又は意図された用途
が既知である場合、それらの用途に必要な要求事項
c) 組織が規定した要求事項
d) 製品及びサービスに適用される法令・規制要求事項
e) 以前に提示されたものと異なる、契約又は注文の要求事項
解説： ISO9001:2008規格の7.2.2項「製品に関連する要求事項のレ
ビュー」と殆ど同じです。
51

ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.2 製品及びサービスに関する要求事項の決定














8.2.3 製品及びサービスに関する要求事項のレビュー （続き）
8.2.3.1(続き） 組織は、契約又は注文の要求事項が以前に定めたもの
と異なる場合、それが解決されていることを確実にしなければならない。
顧客が要求事項を書面で示さない場合には、組織は顧客要求事項を受
諾する前に確認しなければならない。
8.2.3.2 組織は、該当する場合には、次の文書化した情報を保持しな
ければならない。
a) レビュー結果, 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、関連する
文書化した情報を変更することを確実に。また関連する人々に周知を。
解説：
ISO9001:2008規格の7.2.2項「製品に関連する要求事項のレビュー」と
殆ど同じ。
52

©2015 by JIC Quality Assurance Ltd. All rights reserved

26

ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発










8.3.1 一般
組織は、以降の製品及びサービスの提供を確実にするために、適切な
設計開発プロセスを、確立し、実施し、維持しなければならない。
解説：
ISO9001:2008規格の7.3項「設計・開発」に該当します。
設計・開発の定義（ISO9000の3.4.8項）は、
「対象に対する要求事項を、その対象に対するより詳細な要求事項に
変換する一連のプロセス」
この定義によれば、製品及びサービスの「詳細な要求事項」が確立さ
れていない場合には設計・開発は多くの組織で「存在」している。
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8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発







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際に、次の事項を考慮。
a) 設計・開発活動の性質、期間及び複雑さ
b) 要求されるプロセス段階、適用される設計・開発のレビューを含む
c) 要求される設計・開発の検証及び妥当性確認活動
d) 設計・開発プロセスに関する責任及び権限
e) 製品及びサービスの設計・開発に必要な内部資源及び外部資源
（次ページに続く）
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発

8.3.2 設計・開発の計画（続き）
f) 設計・開発に関与する人々の間のインタフェース管理の必要性
g) 設計・開発プロセスへの顧客やユーザーの参画の必要性
h) 以降の製品及びサービスの提供に関する要求事項
i) 顧客及びその他の密接に関連する利害関係者によって期待される、
設計・ 開発プロセスの管理レベル
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










解説：
ISO9001:2008規格の7.3.1項「設計・開発の計画」と同じです。
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8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発

8.3.3 設計・開発へのインプット

組織は設計・開発する特定の種類の製品及びサービスに不可欠な要求
事項を明確にして、次の事項を考慮しなければならない。

a）機能及びパフォーマンスに関する要求事項

b）以前の類似の設計・開発活動から得られた情報

c) 法令・規制要求事項

d) 組織が実施することをコミットメントしている、標準又は規範
e）製品及びサービスの性質によって失敗の起こり得る結果
インプットは、設計・開発の目的に対し適切で、漏れがなく、曖昧さのない
ものでなければならない。インプット間に相反するものがあるときは、これを
解決しなければならない。 インプットに関する文書化した情報を保持。

解説：

標準や規範は業界基準が意識されています。失敗の起こり得る結果は
例えば保証期間の長いものに対するリスクを考慮したものです。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発














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。
a) 達成すべき結果を定める。
b）設計・開発の結果の、要求事項を満たす能力を評価するためにレビュ
ーを行う。
c）設計・開発からのアウトプットが、インプットの要求事項を満たしている
ことを確実にするために、検証活動を行う。
d）結果として得られる製品及びサービスが、指定された用途又は意図さ
れた用途に応じた要求事項を満たし得ることを確実にするために、妥当
性確認活動を行う。
e) レビュー又は検証及び妥当性確認の活動中に、明確になった問題に
対して必要な処置をとる。
f) これらの活動についての文書化した情報を保持する。
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8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発









8.3.4 設計・開発の管理（続き）
注記：
設計・開発のレビュー、検証及び妥当性確認は、異なる目的をもつ。
これらは、組織の製品及びサービスに応じた適切な形で、個別に又は組
み合わせて行うことができる。

解説：
ISO9001:2008規格の7.3.4項「設計・開発のレビュー」、7.3.5項「設計・
開発の検証」、 7.3.6項「設計・開発の妥当性確認」が纏められた。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発














8.3.5 設計・開発からのアウトプット
組織は、設計・開発からのアウトプットが、次の状態であることを確実に
しなければならない。
a) インプットで与えられた要求事項を満たす。
b) 製品及びサービス提供に関するプロセスに対して適切である。
c) 必要に応じて、監視及び測定の要求事項、合否判定基準又はそれ
らを参照。
d) 意図した目的及び安全で適切な使用及び提供に不可欠な、製品及
びサービスの特性を規定している。
組織は、設計・開発からのアウト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。
解説：
ISO9001:2008規格7.3.3項「設計・開発からのアウトプット」と同じ。
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8 運用
8.3 製品及びサービスの設計・開発













8.3.6 設計・開発の変更
組織は、要求事項への適合に悪影響を及ぼさないことを確実にするた
めに必要な程度まで、製品及びサービスの、設計・開発の間又はそれ
以降に行われた変更を、識別し、レビューし、管理しなければならない。
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
解説：
ISO9001:2008規格7.3.7項「設計・開発の変更管理」とほぼ同じ。
リスクに基づく考え方に沿って「変更に起因する悪影響」に注目している
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用

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、外部から提供されるプロセス、製品及びサービスが、要求事項
に適合していることを確実にしなければならない。
以下に該当する場合は、外部から提供されるプロセス、製品及びサービ
スに適用する管理を決定しなければならない。
a)外部提供者からの製品及びサービスが、組織自身の製品及びサービ
スに組み込むことを意図したものである場合。
b) 製品及びサービスが外部供給者から直接顧客に提供される場合。
c) プロセス又はプロセスの一部が、組織の決定の結果として、外部提
供者から提供される場合。
解説：
ISO9001:2008規格7.4.1項「購買プロセス」と同じです。購買製品だけで
なく外部から提供されるプロセスを含めています。
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8 運用

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 （続き）
組織は、要求事項に従ってプロセス又は製品・サービスを提供する外部
提供者の能力に基づいて、外部供給者の評価、選択、パフォーマンスの
監視及び再評価を行うための基準を決定し、適用しなければならない。
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。

解説：
ISO9001:2008規格7.4.1項「購買プロセス」と同じです。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用

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








8.4.2 管理の方式及び程度
組織は、外部から提供されるプロセス、製品及びサービスが、顧客に一
貫して適合製品及び適合サービスを引き渡す組織の能力に悪影響を及
ぼさないことを確実にしなければならない。
組織は、次の事項を行わなければならない。
a) 外部から提供されるプロセスを、組織の品質マネジメントシステムの
管理下に留めることを確実にする。
b) 外部提供者に適用するための管理、及びそのアウトプットに適用す
るための管理の両方を定める。
（次ページに続く）
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8 運用

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












8.4.2 管理の方式及び程度（続き）
c) 次の事項を考慮に入れる。
1) 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスが、顧客要求事項
及び適用される法令・規制要求事項を一貫して満たす組織の能力に与
える潜在的な影響
2) 外部提供者によって適用される管理の有効性
d) 外部から提供されるプロセス、製品及びサービスが要求事項を満た
すことを確実にするために必要な検証又はその他の活動を明確にする
解説：
ISO9001:2008規格7.4.1項「購買プロセス」と同じです。 外部から提供
されるプロセス、製品及びサービスへの要求事項が明確化されました。
組織の登録対象範囲に含まれる製品及びサービスが外部提供者によ
って行われる場合には、外部提供者の管理と併せて、そのアウトプット（
製品及びサービス）の管理も同時に行うことが期待されています。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用

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
8.4.3 外部提供者に対する情報
組織は、外部提供者に伝達する前に、要求事項が妥当であることを確
実にしなければならない。

組織は、次の事項に関する要求事項を外部提供者に伝達しなければな
らない。

a)提供するプロセス、製品及びサービス

b）次の事項についての承認 1)製品及びサービス 2)方法、プロセス及
び設備 3)製品及びサービスのリリース
c）必要な適格性を含む、人々の力量

d）組織と外部提供者との相互作用

e）外部供給者のパフォーマンスの管理及び監視

f）組織、又はその顧客が、外部提供者の施設で実施する検証活動
解説： ISO9001:2008規格7.4.2項「購買情報」、 7.4.3項「購買製品の検
証」が該当します。 外部提供者のパフォーマンス管理が明記されました。
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8 運用
8.5 製造及びサービス提供

8.5.1 製造及びサービス提供の管理

組織は、製造及びサービス提供を、管理された状態で実行しなければ
ならない。管理された状態には、以下の該当するものを必ず含める。

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）製品、サービス、又は実施する活動の特性、２）達成すべき成果。

b）適切な監視及び測定の資源が利用でき、使用している。

c）プロセス又はアウトプットの管理基準、並びに製品及びサービスの合
否判定基準が満たされていることを検証するために、適切な段階で監視
及び測定を行うこと。
解説：

ISO9001:2008規格7.5.1項「製造及びサービス提供の管理」が該当。
従来の作業手順書や記録が文書化した情報として期待されています。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.5 製造及びサービス提供

8.5.1 製造及びサービス提供の管理 （続き）
d)プロセスの運用のため、適切なインフラストラクチャー及び環境を使用
e)必要な適格性を含め、力量を備えた人々を任命する
f)製造及びサービス提供のプロセスで結果として生じるアウトプットを、
それ以降の監視又は測定で検証することが不可能な場合には、製造及
びサービス提供に関するプロセスの、計画した結果を達成する能力の
妥当性を確認し、定期的に妥当性を再確認する。
g) ヒューマンエラーを防止するための処置を実施する。
h) リリース、顧客への引渡し、及び引渡し後の活動を実施。
解説：
ISO9001:2008規格7.5.1項「製造及びサービス提供の管理」、7.5.2項「
製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認」が該当します。
ヒューマンエラーを防止するための処置が管理ポイントに付加された。
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8.5 製造及びサービス提供










8.5.2 識別及びトレーサビリティ
製品及びサービスの適合を確実にするために組織は、アウトプットを識
別するために、適切な手段を使用しなければならない。
製造及びサービス提供の全過程において、監視及び測定の要求事項
に関連して、アウトプットの状態を識別しなければならない。
トレーサビリティが要求事項となっている場合には、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。
解説：
ISO9001:2008規格7.5.3項「識別及びトレーサビリティ」が該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.5 製造及びサービス提供












8.5.3 顧客又は外部供給者の所有物
組織は、顧客又は外部供給者の所有物について、組織の管理下にある
間、又は組織がそれを使用している間、注意を払わねばならない。
使用するため又は製品及びサービスに組み込むための顧客又は外部供
給者の所有物の識別、検証や保護・防護を実施しなければならない。
顧客又は外部供給者の所有物を紛失若しくは損傷した場合、又は使用
に適さないと分かった場合には、その旨を顧客又は外部供給者に報告し
、発生した事柄について文書化した情報を保持しなければならない。
（注記） 顧客又は外部提供者の所有物： 材料、設備のほか知的財産、
個人情報など
解説：
ISO9001:2008規格7.5.4項「顧客の所有物」が該当します。 顧客だけ
でなく外部供給者の所有物も管理の対象に付加されました。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.5 製造及びサービス提供








8.5.4 保存
組織は、製造及びサービス提供を行う間、要求事項への適合を維持す
るために必要な程度に、アウトプットを保存しなければならない。
（注記） 保存に関わる考慮事項には、識別、取扱い、汚染防止、包装、
保管、伝送又は輸送及び保護を含めることができる。
解説：
ISO9001:2008規格7.5.5項「製品の保存」が該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.5 製造及びサービス提供

8.5.5 引渡し後の活動
組織は、製品及びサービスに関連する引渡し後の活動に関する要求事
項を満たさなければならない。

要求される引渡し後の活動の程度を決定する際に以下の事項を考慮。

a）法令・規制要求事項

b）製品及びサービスに伴って起こり得る望ましくない結果

c)製品及びサービスの性質、用途及び意図した耐用期間

d）顧客要求事項

e）顧客からのフィードバック
（注記）引渡し後の活動には、補償条項、メンテナンスサービスのような契
約義務、及びリサイクル又は最終廃棄のような活動を含む。

解説：

新しい要求事項です。ISO9001:2008規格7.5.1項「製造及びサービス
提供の管理」のf)項 「引渡し後の活動」について詳細に述べています。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.5 製造及びサービス提供









8.5.6 変更の管理
組織は、製造又はサービス提供に関する変更を、要求事項への継続
的な適合を確実にするために必要な程度まで、レビューし、管理しなけ
ればならない。
組織は、変更のレビューの結果、変更を正式に許可した人、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。
解説：
新しい要求事項です。（リスクに基づく考え方から来ている）
2015年版8.1項「運用計画及び管理」に記述された「意図しない変更」
について、運用面での具体的な対応策を述べています。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
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要求事項を満たしていることを検証するた
めに、適切な段階において、計画した取決めを実施しなければならない
計画した、取決めが完了するまでは、顧客への製品及びサービスのリリ
ースを行ってはならない。ただし、当該の権限を持つ者が承認し、かつ、
顧客が承認したとき（該当する場合には、必ず）は、この限りではない。
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。これには、次の事項を含まなければならない。
a) 合否判定基準を伴った、適合の証拠
b) リリースを正式に許可した人（人々）に対するトレーサビリティ
解説：
ISO9001:2008規格8.2.4項「製品の監視及び測定」と同じです。
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ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.7不適合なアウトプットの管理










8.7.1組織は、要求事項に適合しないアウトプットが誤って使用されたり、
又は引き渡されたりすることを防ぐために、それらを識別し、管理すること
を確実にしなければならない。
組織は、不適合の性質、並びに製品及びサービスの適合に与える影響
に応じて、適切な処置を取らなければならない。これは、製品の引渡し後
、サービスの提供中、又は提供後に検出された不適合な製品及びサービ
スにも適用されなければならない。
組織は、次の一つ以上の方法で、不適合なアウトプットを処理しなければ
ならない。
a）修正、b）製品及びサービスの分離、散逸防止、返却又は提供停止
c）顧客への通知、 d）特別採用による受入れの正式な許可の取得
不適合なアウトプットに修正を施した場合には、要求事項への適合を検
証しなければならない。
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項

8 運用
8.7 不適合なアウトプットの管理（続き）










8.7.2組織は、次の事項を行った文書化した情報を保持しなければなら
ない。
a) 不適合の記載
b) とった行動の記述
c) 取得した特別採用の記載
d) 不適合に関する処置について決定を下す権限をもつ者の特定
解説：
ISO9001:2008規格8.3項「不適合製品の管理」と同じです。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価














9.1.1 一般
組織は、次の事項を決定しなければならない。
a) 必要とされる監視及び測定の対象
b) 妥当な結果を確実にするための、監視、測定、分析及び評価の方法
c) 監視及び測定の実施時期
d) 監視及び測定の結果の、分析及び評価の時期
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。
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
解説：
ISO9001:2008規格8.2.3項「プロセスの監視及び測定」に該当します。
パフォーマンスを評価するための方法が明確化されています。
（２０１５年版の特長である「パフォーマンス重視」の現れ）
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価








9.1.2 顧客満足
組織は、顧客のニーズ及び期待が満たされている程度について、顧客が
どのように受け止めているかを監視しなければならない。組織は、この情
報の入手、監視及びレビューの方法を決定しなければならない。
（注記） 顧客の受け止め方の監視には、例えば、顧客調査、提供した製
品又はサービスに関する顧客からのフィードバック、顧客との会合、市場
シェアの分析、顧客からの賛辞、補償請求およびディーラー報告を含める
ことができる。
解説：
ISO9001:2008規格8.2.1項「顧客満足」と同じです。
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ISO9001:2015規格要求事項
9 パフォーマンス評価
9.1 監視、測定、分析及び評価



9.1.3 分析及び評価
組織は、監視、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否か
e）リスク及び機会に取り組むために取った処置の有効性
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改善の必要性



解説：












ISO9001:2008規格8.4項「データの分析」に該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
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) QMS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。
解説：
ISO9001:2008規格8.2.2項「内部監査」に該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.2 内部監査



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。これに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。
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し、監査員を選定する。
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。
(注記) 指針としてISO19011を参照のこと。



解説：










ISO9001:2008規格8.2.2項「内部監査」に該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.3 マネジメントレビュー

9.3.1 トップマネジメントは、組織の品質マネジメントシステムが引き続
き、適切、妥当かつ有効で更に組織の戦略的方向性と一致しているこ
とを確実にするために、あらかじめ定めた間隔で、品質マネジメントシス
テムをレビューしなければならない。
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、次の事項を考慮に入れて計画し、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









解説：
ISO9001:2008規格5.6項「マネジメントレビュー」に該当します。
2015年版4.1項の「外部及び内部の課題」の変化は、マネジメントレビュ
ーの中で審議される。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.3 マネジメントレビュー














9.3.1 （続き）
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章参照）
f) 改善の機会
解説：
ISO9001:2008規格5.6.2項「マネジメントレビューへのインプット」に該
当します。 品質目標や外部提供者のパフォーマンスが含まれます。
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ISO9001:2015規格要求事項

9 パフォーマンス評価
9.3 マネジメントレビュー











9.3.3 マネジメントレビューからのアウトプット
マネジメントレビューからのアウトプットには、次の事項に関する決定及
び処置を含めなければならない。
a) 改善の機会
b) 品質マネジメントシステムの変更の必要性
c) 必要な資源
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。
解説：
ISO9001:2008規格5.6.3項「マネジメントレビューからのアウトプット」に
該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

10．改善
10.1 一般

組織は、顧客要求事項を満たし、顧客満足を向上させるために改善の
機会を明確にし、選択しなければならず、また、必要な取組みを実施し
なければならない。 これには次の事項を含まなければならない。

a) 要求事項を満たすため、並びに将来のニーズ及び期待に取り組む
ための製品及びサービスの改善

b) 望ましくない影響の修正、防止又は低減

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の改善
（注記）改善には、例えば、修正、是正処置、継続的改善、現状を打破する
変更、革新及び組織再編を含めることができる。





解説：
ISO9001:2008規格8.1項「測定、分析及び改善での一般要求事項」の
記述内容に該当します。
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ISO9001:2015規格要求事項

10．改善
10.2 不適合及び是正処置













10.2.1 苦情から生じたものを含め、不適合が発生した場合、組織は、
次の事項を行わなければならない。
a）その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。
1）その不適合を管理し、修正するための処置をとる。
2）その不適合によって起こった結果に対処する。
b）その不適合が再発又は他のところで発生しないよう、その不適合の
原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。
1）その不適合をレビューし分析する。
2）その不適合の原因を明確にする。
3）類似の不適合の有無、それが発生する可能性を明確にする。
解説：
ISO9001:2008規格8.5.2項「是正処置」に、水平展開が付加された。
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ISO9001:2015規格要求事項

10．改善
10.2 不適合及び是正処置











10.2.1 （続き）
c）必要な処置を実施する。
d）とった全ての是正処置の有効性をレビューする。
e）必要な場合には、計画の策定段階で決定したリスク及び機会を更新
する。
f) 必要な場合には、品質マネジメントシステムの変更を行う。
是正処置は、検出された不適合のもつ影響に応じたものでなければなら
ない。
解説：
ISO9001:2008規格8.5.2項「是正処置」に、リスクに基づく考え方が付加
されています。（PDCAサイクルを回して、最初の計画策定段階でのリスク
に漏れがないかを検証する！）
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ISO9001:2015規格要求事項

10．改善
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) 不適合の性質及びとったあらゆる処置
b) 是正処置の結果






解説：
ISO9001:2008規格8.5.2項「是正処置」と同じです。
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ISO9001:2015規格要求事項

10．改善
10.3継続的改善







組織は、品質マネジメントシステムの適合性、妥当性及び有効性
を継続的に改善しなければならない。
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、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。
解説：
ISO9001:2008規格8.5.1項「継続的改善」に該当します。
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ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“----これは要求事項ではありません。










新たな構造、用語及び概念の明確化
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8

構造及び用語
製品及びサービス
利害関係者のニーズ及び期待の理解
リスクに基づく考え方
適用可能性
文書化した情報
組織の知識
外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
89

ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“ （続き）










A.1 構造及び用語
規格構造が、他のマネジメントシステムとの整合性を高めるため変更さ
れており、用語についても、「製品及びサービス」、「文書化した情報」な
どの新しい言葉が使われている。
しかし構造・用語をこの規格に合わせることは要求されていない。
A.2 製品及びサービス
今回改正で、特に「サービス」という言葉を含めたのは、幾つかの要求
事項の適用において、製品とサービスの間の違いを強調するため。
サービスの特性は、少なくともアウトプットの一部が顧客とのインターフ
ェイスで実現されることである。（例えば、要求事項への適合がサービス
の引き渡し前に確認できるとは限らない）
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ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“ （続き）







A.3 利害関係者のニーズ及び期待の理解
4.2項は、組織が品質マネジメントシステムに密接に関連する利害関係
者、及びそれらの利害関係者の要求事項を明確にするための要求事
項を規定している。しかしながら、4.2は、品質マネジメントシステム要求
事項が、この規格の適用範囲を超えて拡大されることを意味しているの
ではない。
この規格は、組織が自身の品質マネジメントシステムに密接に関連しな
いと決定した利害関係者を、組織が考慮することを要求していない。
利害関係者の要求事項が品質マネジメントシステムに密接に関連する
かを決定するのは、組織である。
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ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“ （続き）
A.4 リスクに基づく考え方

この規格は、組織が自身の状況を理解し（4.1項）、計画策定の基礎とし
てリスクを決定する（6.1項）ための要求事項を規定している。

品質マネジメントシステムの主要な目的の一つは、予防ツールとしての
役割を果たすこと。 従ってこの規格には「予防処置」の条項はない。

6.1項は、組織がリスクへの取組みを計画しなければならないことを規
定しているが、リスクマネジメントのための厳密な方法又は文書化した
リスクマネジメントプロセスに関する要求事項はない。




リスクに基づく考え方によって、細々とした要求事項の一部削減が可能
になっており、プロセスや文書化した情報、組織の責任に関する要求事
項の柔軟性は、ISO9001:2008よりも高まっている。
（不確かさがもたらす影響は、全ての組織にとって同じではない！）
92

©2015 by JIC Quality Assurance Ltd. All rights reserved

46

ISO9001:2015規格改正の解説

ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“ （続き）









A.5 適用可能性
この規格は、組織の品質マネジメントシステムへの要求事項の適用可
能性に関する”除外（exclusions)”について言及していない。 ある要求
事項が組織の品質マネジメントシステムの適用範囲内でどのプロセス
にも適用できないことを決定することができる。その決定が、製品及び
サービスの適合が達成されないという結果を招かない場合に限り、組織
は、その要求事項を適用不可能と決定することができる。
A.6 文書化した情報
他のマネジメント規格との整合性を図るため、「文書化した情報」を用い
ている。
ISO9001:2008「文書化した手順」は、「文書化した情報を維持する」、
ISO9001:2008「記録」は、「文書化した情報を保持する」で表現される。
93

ISO9001:2015規格要求事項
”附属書A（参考）“ （続き）











A.7 組織の知識
7.1.6項「組織の知識」は、プロセスの運用を確実にし、製品及びサービ
スの適合を達成することを確実にするために、組織が維持する知識を明
確にし、マネジメントすることの必要性を規定している。
a) スタッフの離職、情報取得及び共有の失敗による知識の喪失を防止
b) 経験から学ぶ、指導者を得る、ベンチマークするなどで知識を獲得
A.8 外部から提供されるプロセス、製品及びサービス
8.4項では、 a) 供給者からの購買、ｂ）関連会社との取り決め、ｃ）外部
提供者への、プロセスの外部委託など「外部から提供されるプロセス、
製品及びサービス」のあらゆる形態について規定している。
特定の外部提供者並びに外部から提供されるプロセス、製品及びサー
ビスに対して行う適切な管理の方式及び程度を決定する際に、「リスク
に基づく考え方」を適用することができる。
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ISO9001:2015規格
要求事項及び附属書A
解説・おわり
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2015年版への移行審査
 国際認定フォーラム（IAF）は、現行ISO9001規格（2008年版）から
改正規格（2015年版）への「認証の移行期間を3年とする」ことを
決定しています。 IS(International Standard国際規格） が2015年
9月に発行されましたので、2018年9月までに移行する必要があ
ります。
2015年

2016年

2017年

2018年

★9月15日IS発行
★11月20日JIS発行
2015年版への
認証移行

移行期間はIS発行から3年間
現行版登録証はIS発行から3年後に無効
移行期限の2か月前までに移行審査を実施
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2015年版への移行審査（続）
＜移行審査の申請方法＞
 移行審査は、以下のいずれかの様式で申請してください。
1) 「登録情報確認表」：この様式は、審査の3か月前に弊社の
計画管理部よりお送りします。
2) 「マネジメントシステム変更届出書」：この様式は、弊社の
ホームページからダウンロードできます。
3) チームリーダー又は計画管理部に、電話又はメールでご連絡
いただいても受付させていただきます。
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2015年版への移行審査（続）
＜移行審査の実施時期と工数＞
 移行審査は、サーベイランス審査又は更新審査と併せて実施することができ
ます。また、単独でも実施可能です。
実施区分
サーベイランス審
査と併せて移行
審査実施
（右記工数はサーベイ
ランス審査を1年毎に
実施の場合の工数）

更新審査と併せ
て移行審査実施
単独で移行審査
実施

現地外工数
現地審査の工数
サーベイランス ①サーベイランス審査現地工数に下記工数を追加
QMS／EMSの複雑さ、組織の大きさ、サイトの多
審査現地外工数
に0.2人・日追加
さなどを考慮して、0.3人・日を基準として0.2～0.5
人・日の範囲から選択
②2015年版への対応状況に不十分な点または懸念
があった場合は、その程度に従い、①の工数に
更に追加
更新審査現地外 原則として、更新審査現地工数以外の追加はない
工数に追加なし が、2015年版への対応状況に不十分な点または懸
念があった場合は、その程度に従い0.1～0.5人・日
追加
0.5人・日
①QMS／EMSの複雑さ、組織の大きさ、サイトの多さ
などを考慮して、1.0～2.0人・日の範囲から選択
②2015年版への対応状況に不十分な点または懸念
があった場合は、その程度に従い0.1～0.5人・日
を追加
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2015年版への移行審査の準備
 早めに2015年版への移行の準備をしていただくことをお勧めします。その際は、
下記の点に留意してください。
1) 皆様方は既にISO9001：2008年版での活動実績があります。
現状のQMS活動が2015年版にどのように対応しているかを比較し、
「ギャップ分析」を試みてください。
①ISO９００１「品質目標」は、貴社の「事業目標」や「経営目標」に沿ったもの
になっていますか？
②これら「品質目標」は、経営環境の変化（組織外部の課題）や顧客ニーズ
の変化（密接な利害関係者のニーズ及び期待）に沿って、毎年又は期中に
見直しされていますか？
③経営者・工場長など貴社QMSのトップは、マネジメントレビュー（毎月の事
業目標フォロー会議等）で、各部署・各プロセスの目標達成状況をフォローし、
必要な指示を出していますか？
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2) 現行QMS マニュアルを、2015年版での変化点を考慮して変更してください。
また2015年版に適合するように業務プロセスや活動を見直し、現状のQMS
文書を変更してください。
（2015年改正版では品質マニュアルは要求事項ではありませんが、関係者
への周知教育を容易にしたり、他のMSとの整合性を取るためには新規格に
合わせて整備することが期待されます）
3) 移行審査を受審されるまでに、2015年版の要求事項に対する運用を行って
ください。その中には、内部監査、マネジメントレビューそして必要な教育も含
めてください。
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最後に・・・






ISOマネジメントシステムの運用で大切なこと
は「有効性」と「継続的改善」です。現状に満足
せず、経営環境の変化に対応して更なる高み
を目指すことが期待されています。
2015年規格改正では、JICQAは登録組織の
皆様と向き合い、より効果的なISO運用を達成
していただけるよう一緒に努力して行きます。
これからもよろしくお願い申し上げます。
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