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Q＆A 全般 

 

73 号 

（2021 年） 
リモート審査はどの会社でも受けることができますか？ 

A 

必要な通信環境などご準備いただければ受審は可能ですが、一部規格や審

査内容によってはご希望に沿えない場合があります。 

以下のケースを含め、訪問審査が必要となる可能性がございますので、ご了

承ください。 

・現在の認証範囲からの変更（認証範囲変更、サイト拡張等） 

・前回の再認証審査までの各審査にて軽微な不適合5件以上 （重大な不適合

2件以上） 

他にも様々なケースがございますので、弊社認証部までお問い合わせくださ

い。 

73 号 

（2021 年） 

リモート審査を希望する場合は、アンケート用紙を提出するように言われまし

たが、どういう内容ですか？ 

A 

アンケートは、審査対象サイトの通信環境や状況など、リモート審査実施に必

要な確認事項となります。記入例も合わせて弊社ホームページに掲載しており

ますので、ご参照ください。 

73 号 

（2021 年） 
リモート審査になった場合、審査日数・費用は変わりますか？ 

A 原則として、通常審査と変わりません。 

73 号 

（2021 年） 

リモート審査の場合、審査はすべてリモートとなるのでしょうか？一部のみリ

モート審査となることはありますか？ 

A 
会社の規模、業種、リスクなどによって、現地審査が必要な場合、部分的のみ

リモート審査になる場合があります。弊社認証部までお問い合わせください。 

73 号 

（2021 年） 

再認証審査が約1か月後に予定されているのですが、延期しようか迷っていま

す。初めてでもリモート審査に対応できるでしょうか？ 

A 

サーベイランス、再認証審査とも、それぞれ受審期限があり、スキップすること

はできません。また、延期後さらに状況が悪化する可能性もあります。リモート

審査はアンケート用紙にてお客様の状況を確認した上で実施します。弊社で

は昨年より導入しており、審査員も慣れてきておりますので、お客様の不安も

最小限に実施できると思われます。感染症予防の面からもリモート審査のメ

リットをご考慮いただき、ぜひご検討をお願いできればと思います。 

72 号 

（2021 年） 

コロナの影響で、昨年はリモート審査を受けました。今年もリモートで受審する

か迷っているのですが、その場合は、どのような手続きになりますでしょうか？
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昨年提出したアンケート用紙を再度送ればいいのでしょうか？ 

A 

インターテック・サーティフィケーションでは、経済活動の継続と社会的責任の

観点から、審査事業を継続してまいりましたが、緊急事態宣言解除後も引き続

き、皆様の安全への配慮に努めます。そのような観点から、引き続きマネジメ

ントシステム審査につきましてはリモート（遠隔）審査も実施しております。ご希

望の場合は以下までご連絡頂きますよう、お願いいたします。なおアンケート

用紙につきましては、前回のリモート審査で問題なく実施でき、使用するソフト

ウェアや接続環境の変更が無ければ、再提出は必要ありません。以下の認証

部アドレス宛に、「例：株式会社○○は２０２１年〇月〇日審査も、リモート審査

を希望します。前回実施時において問題なく、リモートソフトウェア、接続環境

に変更ありません」などと、組織名、審査日を明記した上で、お知らせ願いま

す。また、通常の審査を受けられる場合も、引き続き、三密の回避、換気、咳

エチケット、マスクの着用等、「新しい生活様式」をご参考いただき、ご対応くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。お客様におかれましても、新型コロナ

ウイルス感染拡大以降、長きにわたり感染防止措置を取られてこられたと思

いますが、ご理解ご協力の程、宜しくお願いいたします。弊社審査員がお客様

先を訪問する際にも、これまで通り、弊社の感染予防チェックを継続いたしま

す。弊社審査員が訪問する前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス

感染を疑う症状が現れた場合は、お手数ですが、以下までご連絡を頂きます

ようお願いいたします。 なお、リモート審査への切り替えなど、可能な限り、審

査日程の延期は避けて頂きますようよろしくお願いいたします。ご不明な点等

ございましたら、以下までお問い合わせください。 

【連絡先】インターテック・サーティフィケーション株式会社 東京事務所  

各規格認証部 ：TEL 03-3669-7408 メール cert-scheme.japan@intertek.com 

69 号 

（2020 年） 

コロナの影響で、今年の夏は、いろいろな行事が中止（延期）になっています。

ISOの審査も、今年は、感染のリスクが残るため、1回飛ばしたいと思っていま

すが、可能でしょうか？ 

A 

弊社では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言後も、経済活

動の継続と社会的責任の観点から、審査事業を継続し、解除後も引き続き、

皆様の安全への配慮に努めながら、業務を推進しております。そのため、お客

様におかれましても、経済活動再開に合わせ、審査日の延期は避けていただ

けますようお願いしております。また、今年度の審査を飛ばすことは、認証の

維持に影響が出るため、従来通り、定期審査を受審いただく必要がございま

す。 新型コロナウイルス感染拡大以降、お客様側でも感染防止措置を講じら

れてきたと思いますが、弊社審査員がお伺いする際にも、皆様の安全確保と

感染拡大防止のため、三密（密閉・密集・密接）の回避、換気、咳エチケット、

マスクの着用等の対応策を引き続き実施しておりますので、お客様におかれ

ましても同様にご対応をお願いしております。また、弊社審査員が訪問する

mailto:cert-scheme.japan@intertek.com
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前、もしくは訪問中、万が一、貴組織にてウイルス感染を疑う症状が現れた場

合は、お手数ですが、事務所の担当者までご連絡いただけますようお願いい

たします。 弊社では、感染拡大防止のため、マネジメントシステム審査につき

ましては、リモート（遠隔）審査を導入、推奨しておりますが、引き続き、実施し

ております。都道府県など各行政による予防策、貴組織の社内外対応ルール

の継続により、訪問での審査が難しい場合は弊社までご相談賜りますようお

願いいたします。 

その他定期審査の継続実施に関し、ご不明な点やご質問等ございましたら、

弊社担当営業、または東京事務所各規格認証部まで、お問い合わせくださ

い。皆様の健康と安全確保に努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

68 号 

（2020 年） 

先日、「今度の審査に、追加で審査員を1名、教育目的で参加させてもらって

もいいですか？」との連絡がありましたが、当社は小規模な会社で、事務所が

狭くスペースに余裕もありませんので、できれば審査員は増やしてほしくない

というのが正直な気持ちで、実際、審査員が増えても、審査の対応者を用意

するのは難しいと思います。また、いつもアットホームな雰囲気で審査をしてい

ただいていますが、審査員さんが増えることで、堅苦しい感じにならないのか

心配です。できれば、断りたいのですが、問題ないでしょうか？ 

A 

予定されている審査に、審査員があとで追加されるケースとして、主に以下の

3つがあります。 

①訓練生の参加 

審査経験の浅い審査員への教育訓練の一環として、審査の進め方などを実

地で学ぶ目的で実際の審査に参加させていただくもので、訓練生はリーダー

審査員について審査を実施する形になります。 

②立ち合い審査員の参加 

審査の質を向上し、お客様にご満足いただける審査を提供するために、審査

現場における審査員の力量監視・評価を定期的に実施しております。この監

視・評価システムは、認定機関からの要求事項と位置づけられ、私ども審査機

関の必須実施事項となっております。 

③UKAS認定審査員の参加 

弊社が認定を受けている英国の認定機関、UKAS（英国認証機関認定審議

会）より、審査の適合性を審査する目的で、UKAS認定審査員が立会審査員と

して参加するものです。  

特に上記③については、認定機関からの指定による審査になるため、認定を

受けている弊社では断ることはできないものになります。これはJAB（公益財

団法人日本適合性認定協会）を含め、他の認定機関から認定を受けている審

査機関でも同様に実施されているものです。また、①、②につきましても、適正

な審査サービスを提供するための不可欠な活動です。お客様にはお手数をお
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かけすることとなりますが、何卒、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたし

ます。 

65 号 

（2019 年） 

先日、インターテックの内部監査員研修に参加した同僚から、ISO19011 という

内部監査に関する規格があると聞きました。どういうものでしょうか？ 

A 

ISO19011（マネジメントシステム監査のための指針）は、監査の原則、監査プ

ログラムのマネジメント、マネジメントシステム（MS）監査の実施など、MS 監査

のあらゆる側面に関する手引き、また、MS 監査に関わる要員の力量評価の

ための手引きを提供しているガイドライン規格で、昨年、ISO19011：2018 として

最新版が発行されました。 ISO19011:2018 の主な構造（一部のみ抜粋）は以

下の通りとなっており、内部監査実施に大変役立つものとなっています。 

4．監査の原則  

5．監査プログラムのマネジメント  

5.5.4．監査チームメンバーの選定 

6．監査の実施  

6.5.1．監査報告書の作成 

7．監査員の力量及び評価  

7.6．監査員の力量の維持及び向上  

今回の改訂では、ISO9001 や ISO14001 の 2015 年版規格が考慮され、リスク

に基づく監査のアプローチが新しく監査の原則として追加されたほか、遠隔監

査、仮想の活動や仮想の場所の監査など、情報通信技術を利用した監査に

ついての手引き、リーダーシップの監査に関する手引きなど、さまざまな手引

が拡充されています。  

また、附属書Ａ.9．「リーダーシップ及びコミットメントの監査」の項では、監査員

は、トップマネジメントが自分の義務、特に組織のマネジメントシステムの有効

性に関する義務をどの程度果たしているかが確認できる客観的証拠を探さな

ければならないとされ、リーダーシップとコミットメントについては、トップマネジ

メントだけではなく、全ての階層の管理層を監査対象とすることが望まれると

なっており、中間管理層の監査を奨励しています。ご興味がある方はこういっ

たガイドラインも追加でご利用いただくのもいいかと思います。（参照：IRCA テ

クニカルレポート:https://japan.irca.org/membership/technical_guide.html） 

43 号 

（2014 年） 

先日の審査で審査員が「適合性審査」や「有効性審査」といったことを話してい

ました。どのようなものなのでしょうか。 

A 

認証機関に対する要求事項を定めた規格、17021：2011（適合性評価−マネジ

メントシステムの審査及び認証を行う機関に対する要求事項）の序文では、次

のように記されています。『マネジメントシステムの認証は，認証を受けた組織

のマネジメントシステムが次に示すとおりであることの，独立性を備えた実証を

提供する。  
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a) 規定要求事項に適合している。 

b) 明示した方針及び目標を一貫して達成できる。 

c) 有効に実施されている。』 

認証取得時や取得してまもなくの組織では、上述の「a)規定要求事項に適合して

いる」ことに重点を置く審査となることが多くありますが、認証年数を重ねてくる

と、「b)明示した方針及び目標を一貫して達成できる。c)有効に実施されている」

にシフトしてくるようになってきます。前者の a)に重点を置いた審査を「適合性審

査」、後者の b)、c)に重点を置く審査を、「有効性審査」と呼ぶことがあります。 

42 号 

（2013 年） 

次回維持審査を半年後に控えていますが、その時期に海外の展示会に出展

予定です。全社的にも慌ただしく、さらに ISO 管理責任者がその担当となって

おり審査対応も難しい状況です。審査日の繰り上げや延期は可能でしょう

か？あるいは今回受審せず来年まで持越すことはできますか？ 

A 

審査日は、基準日を起点に、前後所定の期間内であれば変更可能です。但

し、審査の種類によって変更可能な期間は異なります。 

①維持審査の場合：審査基準日の前 3 ヶ月から後ろ１ヵ月の範囲内で移動

可能。 

※但し、初回審査後の最初の維持審査については、二次審査終了日から 1年

以内に審査を終了しなければなりません。 

②更新審査の場合：有効期限日の前 3 ヶ月以内で移動可能。 

※再認証審査は有効期限内に MIC で審査報告書が承認されなければなりま

せん。もし、審査で不適合が検出された場合は、不適合の是正が承認された

上で、審査報告書が承認される必要があるので、認証登録証明書に記載され

た有効期限の、1 ヶ月ないし 1 ヶ月半前の受審をおすすめしています。後ろに

ずらすことはできませんのでご注意ください。いずれの場合も審査日程変更の

ご希望がありましたら、お早めに東京本社認証部までご連絡頂けますようお願

い致します。審査日間近でのご変更はご希望に沿えない場合がございます。

基準日については、MIC での認証状況により設定条件が異なりますので、日

程変更をご希望の場合はお問合せください。（当基準は見直しされることがご

ざいます）尚、審査の一時休止や中断は特例を除き制度上認められておりま

せん。規定期間内に受審されない場合、認証は失効し、新規扱いで再取得頂

くことになりますのでご留意ください。また今後の取り組みの一つとして、複数

担当者制の導入を検討されてみてはいかがでしょうか。担当者の負担軽減に

加え、新たな着眼点からシステム改善につながるかもしれません。審査日程

変更に関する疑問や不明点などがありましたら、東京本社認証部までお気軽

にご相談ください。 

35 号 

（2012 年） 

数年前から手がけていた新規事業が軌道にのってきたので、既存のマネジメ

ントシステムに、新たに組み入れようと考えています。この場合、認証の範囲

は、どのようになるのでしょうか？   
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A 

ISO14001 では環境方針を定め、環境目的・目標を設定して、これを達成する

活動を進めていきます。規格は目的・目標の設定で「技術上の選択肢、財務

上、運用上及び事業上の要求事項」を考慮とありますので、費用面を考えて

出来るところから進めていくとよいでしょう。技術面では、規格の序文と附属

書 A で「最良利用可能技法（Best Available Techniques）」が推奨されていま

す。技術上の選択肢のひとつとしてハイブリッド車の導入があるといえるで

しょう。費用対効果では、環境に直接的な影響を与える効果もあれば、或い

は人々への意識付けも考えられますね。それから、目的・目標は組織の本来

の業務に関連して設定することが、負担なく ISO14001 の活動を長く続けていく

ポイントです。 

30 号 

（2010 年） 

当社は建築部門と、不動産部門で ISO9001 を取得していますが、来年より、

不動産部門を別会社に引き継ぐことになりました。建築部門はこのまま

ISO9001 を継続する意向ですが、どのような手続きが必要でしょうか。 

A 

現在ご登録の認証範囲に含まれている不動産部門がなくなることになります

ので「縮小審査」の手続きが必要になります。登録されている事業所の除外、

また部門の統廃合に伴う対象人員変更のケースも縮小に該当する場合があり

ますので、ご連絡ください。但し、ISO9001 は業務単位での登録が可能です

が、ISO14001 については事業所単位の対象人員からの部分除外はできませ

んのでご注意ください。このように、認証登録業務範囲や対象人員・対象事業

所（部門）などに変更（削除・減少、拡大）が生じた場合には、『認証条件変更

審査見積依頼書』の提出をお願いしています。変更内容によっては、審査料

金・審査工数が変更になる場合がありますので、遅くとも審査予定時期の 3 ヶ

月前までにはお手続きをお願いします。逆に、別の業務内容や事業所を追加

される場合は「拡張審査」となり、同様に手続きが必要になりますが、拡張の

場合にはその運用実績が必要になりますのでご留意ください。また、縮小・拡

張とも多くの場合、定期の維持審査や更新審査と同時に実施しますが、内容

によって、別途、変更審査を実施する場合もあります。尚、「認証条件変更審

査見積依頼書」は弊社ホームページの“MIC 認証登録企業様向けページ”より

ダウンロード頂けます。（お客様専用ページへのアクセス方法につきましては

ご契約時等に弊社より送付しております案内書をご参照ください）。ご質問、ご

不明な点等ございましたら、弊社営業部までお問合せください。 

27 号 

（2010 年） 

当社は 5 年前に ISO9001 を取得し、MIC での受審経験は 5 回を超えました。

これまで複数の審査員の方に接し、様々な経験に基づく知識や技量、考え方

など、非常に参考になり、勉強もさせて頂きました。最近、「私が審査員だった

ら」と考えることがあり、審査員として活動したいという思いも出てきました。審

査員になるにはどうすればよいのでしょうか？ 

A 審査員として活動するためには、まず審査員として認証機関への登録が必要



 

7 

になります。要件として一般的に業務経験を含め能力、資質が求められま

す。ISO19011（品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針）

には、「監査員に必要な力量」について書かれています。この中で、監査に必

要とされる力量として、規格の知識、経験以外に、個人的資質があり、倫理

的、誠実、外交的、周囲の状況を意識する観察力、知覚、適応性、自立的、

コミュニケーション能力などが挙げられています。ISO19011 は内部監査員、

審査員にとって参考にすべき規格です。また、ISO17021（マネジメントシステ

ムの審査及び認証を提供する機関に対する要求事項）には、「認証機関は、

審査員が審査プロセス、認証要求事項に精通していることを確実にする」な

どが定められています。自組織でのマネジメントシステム構築者、管理責任

者、内部監査員、その他経験者、関係者の方々はその経験がプラスになるで

しょう。認証機関で審査員を募集する場合の一つの要件として、審査員資格

が求められる場合があります。MIC では ISO9001、ISO14001 各審査員研修

コースの開催もしています。これらのコースを受講・修了すると、それぞれ品

質・環境の審査員補になるための資格が得られますので、修了（合格）後に、

IRCA（国際審査員登録機構）へ資格登録を行うことになります。但し、各認証

機関の審査員になる為には、各認証機関の力量評価を満たす必要がありま

すので、認証機関それぞれの審査員募集要項をご確認下さい。尚、MIC で認

証登録されている組織に所属されている方は、上述 ISO17021 の利害関係に

関する要求に従い、MIC との審査員契約は出来ませんので予めご留意くださ

い。 

25 号 

（2009 年） 

昨年、他の審査機関から MIC に認証機関変更をしました。文書管理について

質問です。外部文書について、以前の審査会社では「審査会社から配られた

文書は全て外部文書として管理が必要」と言われ、外部文書台帳が 3 ページ

になっていました。MIC に変更後、現在の管理文書に該当しないものもあり、

更新が困難になりました。どこまでの管理が必要なのでしょうか？ 

A 

規格では、「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を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする

こと」と定められています。つまり、どれが外部文書であるかを決定するのは組

織自身ということです。文書管理の基本は、業務に必要な文書が適切に使用

されることです。業務上必要な文書は、例えば規格類、設計・製造・検査等に

適用される基準・関連法規、顧客からの図面、仕様書、取扱説明書やマニュア

ルなどになりますが、改訂されているはずの基準や仕様書が古い状態で使用

されたり、製造部と設計部で違う版のものが使用されたりといったトラブルを防

止し、必要な文書の最新版が、必要な部署で使用されること、明確に識別され

る状態にあることが重要になります。配付管理については、最初から多くの文

書を管理するよりも、必要最小限な文書を最初に決めて、徐々に増やしていく

のもよいと思います。また、最近では電子文書も多くなってきましたが、電子文
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書も紙文書と基本的には同じ扱いになります。 

22 号 

（2008 年） 

最近、食品偽装問題や商品の欠陥隠しなど企業の不祥事や事故が相次ぎ、

CSR に取り組んでいる企業も増えてきていると聞きました。先日、取引先より

当社の CSR について質問を受けたものの、答えることができず恥ずかしい思

いをしました。CSR とは、ISO のようなものなのでしょうか？ 

A 

CSR（Corporate Social Responsibility）とは、一般に企業の社会的責任と言わ

れるもので、「企業は利潤を追求するだけではなく、社会の一員としてふさわし

い責任を果たさなければならない」という考え方です。ただ、CSR には明確な

定義や範囲付けが難しく、例えば、ISO9001 は顧客満足を目的とした規格です

が、CSRは利害関係者を対象とするためにより広範囲になります。2001年より

国際規格化への議論が高まる中、作業が進められましたが難航し、現在、

ISO26000-SR （社会的責任は企業のみが担うものではないため “C

（Corporate）”を取ることになった）として、審査登録制度（第三者認証）を伴わ

ない指針（ガイダンス）規格として作業が進められています。また、ISO14001

はご存知のように環境に関する規格ですが、広く社会貢献・環境保全という意

味で、CSR の観点から環境問題に取り組み、ISO14001 を導入する組織もあ

り、取得組織を対象に融資金利の優遇制度を導入している金融機関もありま

す。CSR は今後ますます企業活動の展開には欠かせないものになってくるで

しょう。 

21 号 

（2008 年） 

知り合いの会社は他の審査機関で ISO9001 の認証登録をしており、「ISO の

審査はどこの審査機関で受審しても同じようなものだろう？」と言います。審査

機関による特徴や違いは本当にないのでしょうか？ 

A 

審査の基準となる規格は同じですし、また、審査機関は認定機関（UKAS、

JAB など）より認定を受けた審査機関であれば、IAF（国際認定機関フォーラ

ム）が推進している国際相互認証協定により、認定を受けた審査機関は同一

とみなされていますので、その点でも基本的に同じと言えるでしょう。但し、認

定の範囲は産業分類ごとに行われますので、審査機関によって業種の強い・

弱いなどの専門性があったり、また各審査機関によって審査方針に違いはあ

ると思います。弊社の場合、「認証を通して組織の未来に変革と付加価値をも

たらす」ことを理念とし、さらに「効果のある審査で、継続的改善を促す触媒と

して役立つ」ことを使命としております。具体的には、業務の流れを重視したプ

ロセス志向の審査（規格要求事項の要素を点から線、線から面に分析するこ

とで改善のニーズを把握）の実践に取組み、審査員会議でもシミュレーション

を通して勉強する一方、審査の統一性、質の向上に向けての取組みにも努め

ております。 

20 号 

（2008 年） 

弊社は品質マネジメントシステムを取得して 7 年が過ぎました。初回は外国人

審査員の方に来て頂き、その後の維持審査、更新審査には、年配から若い方
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まで、延べ 6～7 人の審査員の方に審査して頂きました。いろいろな審査員の

方に来て頂くのは構わないのですが、それぞれの審査員の方の考え方に温

度差があるように感じることがあります。 

A 

MIC では、原則的に毎月、東西 2 箇所で審査員会議を開催し、MIC の審査方

針・考え方などについて、審査員に周知確認しています。会議では時には激し

い議論になることもありますが、MIC の考え方を通した付加価値のある審査の

実践に向けて、毎回多くの審査員が取り組んでいます。審査員の専門性や主

な経歴などにつきましては、顧客企業の皆様には、ご契約後、弊社 HP の「登

録企業様向け」ページにてご確認頂けるようになっておりますので、受審前の

ご参考にして頂けると思います。また、審査終了後には、担当審査員に対する

アンケートを実施させて頂いており、審査の統一性、質の向上に役立てられる

よう、頂いた情報を活用しております。 

19 号 

（2008 年） 

当社では ISO9001 を取得してちょうど 1 年が経ちますが、先日、ある社員から

「ウチの会社は ISO 取得しているの？」との質問を受け驚きました。聞いてみ

ると、当社がよく巷で耳にする ISO の活動を実施しているようには感じられな

いとのことで、その後の調査で、取得についてあまり知らない、あるいは関心

がない社員が多いことも判明しました。今後の運用をどう進めていったらいい

でしょうか？ 

A 

切実な御相談を頂きありがとうございます。上からの命で取得に向けて事務局

が熱心に取り組み働きかけても、無関心や非協力的な社員が多く、その間に

挟まれて苦労されている事務局や担当者の方の話はよく耳にします。貴社の

場合、良く言えば、「業務の中に ISO の仕組みが浸透した理想的な状態」の可

能性があると思いますが、悪く言えば「一部の担当者のみで ISO の審査対応

だけを行われている」ことが懸念されます。ISO の原則に全員参加がありま

す。全社員の参加を促すには、自分たちで運用しているという意識を高めるこ

とが重要です。現場の社員とのコミュニケーションを多くし、現場の声を取り入

れた目標設定を行うことで、改善活動を通じた意識向上が図られ、自主性も高

まってくると思います。また、この情報通信誌を社内に回覧して頂くことなども、

ISO への入り口としてご活用頂けるのではないかと思います。弊社でも今後、

情報通信誌により分かり易く、実際的な記事などを取り込んでいきたいと考え

ております。 

8 号 

（2005 年） 
審査でみる予防処置には、どのようなものがありますか？ 

A 

毎日いろいろなことが起き、あるやり方がまずいと思ったとき人はやり方を変

えます。これには、自分のした失敗を再度起こさないためにやり方を変える場

合もありますし、他の人の良いやり方や失敗を見て「あのようにやればいいん

だ」とか「あんなことになったら大変だ」ということで自分のやり方を変える場合
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もあります。これらの行動は、問題が発生してから対処する場合は、『是正処

置』、問題が発生する前に予め対処した場合は、『予防処置』となります。組織

も人の場合と同様です。審査でよく出会う予防処置は、『水平展開（横展開）』

と称されるものです。これは、ある部門で不適合が発生した場合に、類似の不

適合が他の部門で発生する可能性がないかを確認し、その可能性がある場

合に他の部門の是正処置を修正適用することです。また、水平展開は必ずし

も、悪いことの予防ばかりである必然性はありません。A 部門で、ある処置を

導入して良い結果が出ている場合には、それを他部門でも適用できないかど

うかを検討することも立派な予防処置です。水平展開は、簡単（?）な予防処置

の方法かもしれませんが、非常に有効なもので、不適合の対処である是正処

置は予防処置の種と言えます。組織でも、周りの仕事のやり方を再度じっくり

観察して、予防処置の種がないかを考えてみてください。 

 


