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Q＆A 内部監査/管理責任者 

 

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） 

28 号 

（2010 年） 

当社は 3 年前に ISO9001 を取得し、当初より私は ISO 管理責任者を任されて

います。最近、通常業務が増えてきたこともあって、ISO 関連の書類作成が負

担になり、審査前に書類を作る時間がありません。できれば作成する書類を

減らしたいと考えていますが、1 人で対応しているのでどこから手をつけたらい

いのかわかりません。何か方法はありますか？ 

A 組織規模や事業所数、業種によって状況は変わってきますので一概には言え
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ませんが、仮に小規模組織で管理が複雑でない場合を想定してみます。この

場合の書類作成は恐らく記録の作成と思われますので、手順書を新たに作成

する負担ではなく、書式などに文字を書き込む作業負担であると考えられま

す。記録は多くの場合「書式」に書き込みます。「書式」とは、ある業務・プロセ

スの結果を記すために、業務・プロセスを濃縮した情報を定式化しあらかじめ

白紙に書き込み、使用者が記録し易くした書類と言うことができるでしょう。し

かしながら、初回審査の準備段階で必要以上に多くの種類の書式を作り過ぎ

たり、定式化した情報が必要以上に多過ぎてしまうケースがよくあります。書

式が以下のような場合には、記録作成の意欲が低下し、事務作業の負荷と感

じます。 

・ 書式の内容が実用に適さない 

・ 書式の内容が複雑すぎる 

・ 書式の内容が意義を感じない場合 

・ 書式の内容が現実と乖離している 

システムの中でどのような「書式」があるのか、一度出力し、内容を再度調べ

てみてください。その記録が ISO9001 のシステムの中でどのような部分、規格

の節 4、5、6、7、8 に関わるものなのかをまず把握してみましょう。そしてこれが

本当に必要なのかどうかを見てみるのです。必要かどうかの判断基準として、

「それがなければどのような影響が起こりうるか」について考えてみます。初回

認証の前には、ISO の仕組みを取り入れるため、品質マニュアル、手順書、多

くの書式などを作成したことでしょう。認証後 3 年経ち、現状どうでしょう。殆ど

読まれていない手順書や使用されていない書式の存在が明らかになってくる

場合があります。初回認証のための審査に対抗するため、いうなれば筋肉を

つけすぎたということがよくあります。これを少しずつしなやかにしていかなけ

ればなりません。また、複雑な「書式」があれば、記録を作成するのにどのよう

な情報があればいいのかを吟味することです。例えば、規格の 7.2 について契

約内容確認記録とか契約内容変更記録などの書式を作り、それぞれ顧客名、

日付、製品の内訳、記入者の名前などを逐一書き込んでいては、誰でもうんざ

りしてくるでしょう。組織の規模、一回あたりの契約内容の金額やその複雑さ

にもよりますが、小規模の組織において小口の注文に契約内容確認や変更

の確認などその度ごとに書式を使って記録を作成していたら、大変労力のい

る作業となってしまいます。内容確認は、変更確認のためであれば、顧客から

の注文書自体に担当責任者が必要な情報を記述すればいいでしょう。このよ

うな方法を取ったとしても、確認作業の効果は同じです。また、顧客からの注

文書に何らかの記述を入れることにより、それが記録にもなります。 

28 号 

（2010 年） 

当社は ISO14001 を認証取得して 4 年になります。環境管理責任者を中心に

審査対応を任せてきたので、それ以外の社員は ISO 関係の書類を見たことも

あまりないほどです。そんな中、次の審査まで後 3 ヶ月というところで、環境管
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理責任者が諸事情により急に退職してしまい、私（社長）を含め残された者は

困っています。どうすればいいでしょうか？ 

A 

環境管理責任者 1 人に任せてこられたことは、社長様として問題だったと言え

るでしょう。3 ヵ月後の審査に向けて、新しい環境管理責任者を早急に探して

頂きたいところです。小規模組織であれば、社長様自らでもかまいません。

ISO マネジメントシステムを運用する責任は社長様にあります。社長様が先頭

に立って、社長様の思いを社員に実行させているような組織になれば、ISO 関

係の書類に多少の不備があっても、審査では大きな問題にはなりません。審

査までに残された時間は少ないため、完璧な審査準備はできないかもしれま

せんが、3ヶ月でやれることをやってみて下さい。ISO14001では記録として残さ

なければならない書類は、そんなに多くは無いはずです。マネジメントレビュー

や内部監査などは、貴社で決められたスケジュールで実施していれば問題あ

りません。その他お困りでしたら、とりあえず、弊社まで電話でお問い合わせく

ださい。  

26 号 

（2009 年） 

当社が ISO9001 を取得してから、ISO 事務局として関連書類の作成を任され、

最近「ISO 管理責任者」の肩書きになりました。しかし、認証時には認められて

いた私の功績も、今では当たり前のようになり、運用実務に対する評価はあま

りないように感じます。管理責任者として今後どのように取り組んでいくべき

か、アドバイスをお願いします。 

A 

管理責任者は、単に関連業務を行う担当者ではなく、経営者に代わってシス

テムを確立・維持する責任と権限を与えられている執行責任者で、ISO を活き

たシステムにするのかどうかのカギを握っているといっても過言ではありませ

ん。規格の原文（英文）では、Management Representative（経営者の代理）と

いう表現をとっています。規格 ISO9001 の 5.5.2 に管理責任者の職務につい

て規定されており、その中の b)で以下のように定められています。「品質マネ

ジメントシステムの成果を含む実施状況及び改善の必要性の有無について、

トップマネジメントに報告する。」 これは非常に重要なことで、特に「･･･システ

ムの実施状況についてトップマネジメントに報告する。」の部分は、ISO9001

が想定するマネジメントシステムがうまく運用されるかどうかの要になってい

ると考えられます。規格のプロセスアプローチの図を思い浮かべてください。

組織を表す大きな円の中に「経営者の責任」「資源の運用管理」「製品実現」

「測定、分析、及び改善」とある 4 つの四角があり、それぞれが「第 5、6、7、8

節」を表しています。この図の中で「測定、分析、及び改善（8 節）」から「経営

者の責任（5 節）」に向かう太い矢印がありますが、まさしく、この部分は、シス

テムの実施状況（システムの測定、分析、及び改善）が経営者に報告される

（情報を入力）部分です。この報告（情報の入力）は、経営者が効果的な意思

決定を行えるようなデータ及び情報の分析に基づいていることが肝要です。

管理責任者は、誰よりも、規格の第 8 節に鋭敏でなければなりません。経営
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者は組織の経営のため多忙であり、システムの維持・管理は「私の代わりに

誰かに任せる」ということになるわけです。その職務を担う人が Management 

Representative（管理責任者）ということになります。 

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

書も紙文書と基本的には同じ扱いになります。 

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、
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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。 

18 号 

（2007 年） 

私は品質管理責任者を兼務しています。当社では来年 ISO9001 の更新を迎

えますが、社内に QMS の仕組みが浸透しているとは思えません。にもかかわ

らず、トップから ISO14001 の取得を示唆されました。個人的には ISO9001 がう

まくいかないのに ISO14001 がうまくいくとは思えません。アドバイスをお願いし

ます。 

A 

QMS の仕組みを浸透させるには、品質管理責任者次第と言ってもいいと思い

ます。勿論、社員全員が取り組みに参加することは重要ですので、それを主導

していくトップマネジメントや品質管理責任者が、QMS をどのように捉えている

かがポイントとなるでしょう。ところで、「QMS の仕組みが浸透していない状態」

とはどのような状態をいうのでしょう。『P-D-C-A が十分に機能していない』、

『組織全体でのシステムの認識に格差がある』、『取得当初に構築したシステ

ムが現状と合わなくなってきている』、などさまざまな状況が考えられます。品

質管理責任者自身が「ISO9001 がうまくいかない」と考えている現状では、

ISO14001 がうまくいくことは少ないと思います。現在のシステムを再度見直し、

部署間でのコミュニケーションを促進して社員皆をいい形で巻き込んでいくこと

で QMS の認識は高まっていくものと思われます。それから ISO14001 に取り組

まれるとよりスムーズに導入できるのではないでしょうか。 

14 号 

（2006 年） 

ISO9001 取得後数年が経ち、当初緊張して受けていた内部監査も毎回同じこ

とを見るだけで、被監査者、監査者側とも監査慣れして形式化しているように

感じます。チェックリストに問題があるのでしょうか？ 

A 

まず、内部監査の目的について考えてみましょう。次のうちのどちらだと思いま

すか？ 

①活動が規格と適合しているかを評価する 

②組織の有効性と効率を評価する 

どちらも正解です。システム導入期では、審査を受ける準備として、規格要求

事項を満たすようにシステムが適合しているかどうかを判断するため、つまり

①になりますが、認証取得後、システムが確立・定着してきた段階になれば、

システムの有効性をみるため、つまり②の監査に移行していく必要があるで

しょう。マンネリを感じておられる組織では、取得導入時期の適合性をみるた

めの内部監査を続けておられるのではないでしょうか？ISO9004（改善の指

針）にも、内部監査の目的を②の有効性のチェックのためと書かれています。

組織の状況によって、内部監査も進化させ、改善につなげていくことで効果的

な運用が望まれます。IAF（国際認定評議会）審査の最適実施要領検討グ

ループ資料では、組織のシステムを反映していない一般的なチェックリストは
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付加価値がないとあります。チェックリストも組織の状況に応じて改訂・進化さ

せていくことで、効果的な内部監査につなげることができるものと思います。前

回の指摘事項など監査結果を反映させることや、監査対象部署の問題点を取

り込むことも有効だと思います。また、指摘事項だけでなく、よい点も挙げて運

用活動を推進することも、継続的改善につなげる重要な要素となるでしょう。

ISO19011（監査の指針）では、「内部監査は監査中の情報によって変化し得

る。チェックリストが監査の制限にならないことが望ましい」となっていますか

ら、応用をきかせて内部監査することも形骸化を防止するためには有効的で

す。また、IAF 資料では、内部監査の審査指針として「内部監査プロセスのマ

ネジメント参画程度」があげられています。マネジメントの参画が薄い内部監

査はマンネリになりやすい可能性があるでしょう。前号の特集記事で紹介させ

て頂いた山田建設株式会社の代表取締役社長である山田氏は、ISO 専門誌

で、｢内部監査は審査の予行練習ではない。内部監査の目的は会社の検証で

あり、それを継続的改善につなげていく｣と語られており、チェックリストの作成

にも社長ご自身が関わっておられます。チェックリストを活用して効果的な内

部監査につなげていってください。 

13 号 

（2006 年） 

弊社では、内部監査員を中心に内部監査をやってもらっていますが、最近マ

ンネリになっているようです。内部監査が有効的に実施されているかを調査し

たいのですが、何かいい方法はあるでしょうか？ 

A 

内部監査は、PDCA（Plan ：計画→Do：実行→Check：監視・測定・分析

→Action：対策・実行）サイクルの C にあたり、システムが要求事項に沿って運

用されているか（適合性）、効果的に運用されているか（有効性）をチェックする

重要な活動です。有効活用によって更なるシステムの見直しや改善が望めま

す。では、その有効性はどこで評価したらよいのでしょうか？2005 年 IAF 指針

『内部監査の有効性』には、｢内部監査プロセスを調査する時は、次のような問

題を評価するのが良い」とされています。 

・ 監査に必要とされる、また、適用される力量。（規格の知識、経験以外に、

個人的資質として、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。） 

・ 監査計画作成時に組織が実施しているリスク分析。（例えば、監査の事前

準備で、チェックリストの作成に生かされるでしょう。） 

・ 組織がその QMS の有効性の評価及び改善の機会を明確にするために内

部監査結果を使用している方法。結果のマネジメントレビューへのインプット、

前回の指摘事項のチェックリストへの取込みなど。また、指摘事項が多いほ

ど、改善事項が多くなるでしょう。） 

・ 監査プロセスへのマネジメント参画程度 など。また、「次のような場合、監

査結果について、リスクを内部監査員が理解しているか否かを審査すると良

い」として、 
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・ 監査の結果に重要なことを検討することができていない。 

・ 不適切なサンプリング制度を選定している。 

・ 不適切な収集をした証拠を重要視している。 

などが挙げられています。 

ISO9004（改善の指針）では「内部監査報告には管理者が功を認める機会、及

び人々の意識を高揚する機会を提供するために、時には優秀なパフォーマン

スの実例を含める」とあります。以上のようなことから、内部監査は内部監査

員任せにせず、ぜひ、上級管理者も積極的に参画されることをお勧めします。

 


