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International Organization for Standardization        International Accreditation Forum  

  

Date: 13 January 2016  

  

Introduction to the   

ISO 9001 Auditing Practices Group  

  

The ISO 9001 Auditing Practices Group is an informal group of quality 

management system (QMS) experts, auditors and practitioners drawn 

from the ISO Technical Committee 176 Quality Management and Quality 

Assurance (ISO/TC 176) and the International Accreditation Forum (IAF).  

It has developed a number of guidance papers and presentations that 

contain ideas, examples and explanations about the auditing of QMSs. 

These reflect the process-based approach that is essential for auditing the 

requirements of ISO 9001 Quality management systems - Requirements.  

The guidance is primarily aimed at QMS auditors, consultants and quality 

practitioners, but is not definitive. The papers and presentations reflect a 

number of different views in QMS auditing. As such, their content may not 

always be consistent. It is not intended that the guidance will be used as 

specified requirements, an industry benchmark, or as criteria that all QMS 

auditors, consultants or practitioners have to follow.  

Feedback from users will be used by the ISO 9001 Auditing Practices 

Group to determine whether additional guidance documents should be 

developed, or if these current ones should be revised.  
 

国際標準化機構（ISO）                                国際認定機関フォーラム（IAF）  

  

日付： 2016年 1月 13日  

  

ISO 9001 審査実務グループの紹介 

  

 

 ISO 9001 審査実務グループは、ISO 専門委員会 176 品質マネジメント及び品

質保証(ISO/TC 176) 並びに国際認定機関フォーラム（IAF）の有志者で構成さ

れている品質マネジメントシステム(QMS)専門家、審査員、及び実践者の非公

式なグループである。  

 このグループはこれまで QMSの審査に関するアイデア、事例、及び説明を

載せた多くのガイダンス文書及び発表資料を作成してきた。これらは、「ISO 

9001 品質マネジメントシステム－要求事項」の要求事項を審査するには不可

欠なプロセスに基づくアプローチを反映している。  

 このガイダンスは、主に QMS審査員、コンサルタント、及び品質実践者に

向けたものであるが、それらに限定されたものではない。文書や発表資料は、

QMS 審査における多くの異なる見解を反映している。したがって、その内容

には、必ずしも一貫性があるとは限らない。このガイダンスはすべての QMS 

審査員、コンサルタント又は実践者が従うべき特定の要求事項、ある産業にお

けるベンチマーク、又は基準として使用されることを意図しているものではな

い。 

ユーザーからのフィードバック情報は、ISO 9001審査実務グループ が、追加

の指針文書を作成するべきか、これらの現行文書改定をすることがよいのかを

決定するために利用する。  
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Comments on the papers or presentations can be sent to the 

following email address:  

charles.corrie@bsigroup.com .  

These papers and presentations may be downloaded from the web 

sites:  

www.iaf.nu 

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup  

  

Disclaimer  

These papers have not been subject to an endorsement process by 

the International Organization for Standardization (ISO), ISO 

Technical Committee 176, or the International Accreditation Forum 

(IAF).  

The information contained within them is available for educational 

and communication purposes. The ISO 9001 Auditing Practices 

Group does not take responsibility for any errors, omissions or other 

liabilities that may arise from the provision or subsequent use of 

such information. 

 

発行文書又は発表内容についてのコメントがあれば、次の電子メールアドレス

に送られたい。  

charles.corrie@bsigroup.com  

これらの文書及び発表資料は、次のウェブサイトからダウンロードできる。  

www.iaf.nu   

www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup   

  

  

免責条項  

この文書は国際標準化機構(ISO)、ISO技術委員会 176または国際認定フォー

ラム（IAF）による承認プロセスの対象ではない。  

  

 

このウェブサイトに含まれる情報は、教育とコミュニケーション目的のために

公に利用可能である。ISO9001審査実務グループは、この情報の提供または

いかなる誤り、欠落またはその後の使用から生じるその他の負債に対して責任

を負わない。 

 

 


