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INTRODUCTION 
ISO 19011:2018 Guidelines for auditing management systems 
provides guidelines for first, second and third-party auditing of 
management systems. The standard contains guidelines relating to 
managing an audit program, auditing methods and auditor 
competence. 
 
Although its content is not mandatory, the standard is the foundation 
for management system audits. 
It is specifically referenced in many management systems and 
sector scheme documents (see the Note in ISO 9001:2015, 
subclause 9.2 Internal audit, as an example). The guidance is also 
useful for other audits such as supplier assessments and to evaluate 
process effectiveness for regulatory compliance. Over the years 
many professional auditors have been trained according to the 
previous or current versions of ISO 19011. 
 
ISO 19011 is considered in all the ISO 9001 Auditing Practice Group 
(APG) papers, with more emphasis in those in the Auditing General 
section that focus on the audit process. While the APG strives to 
ensure that the guidance provided in the APG’s papers is aligned 
with the audit fundamentals presented in ISO 19011, the reader 
should consult ISO 19011 to get the original guidance. In this paper 
an overview of ISO 19011:2018 is presented, to draw an auditor’s 
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序文 

ISO19011：2018マネジメントシステム監査のための指針は、第１、第 2および第

3者による監査のガイドラインを提供する。 この規格には、監査プログラム、監

査方法および監査員の力量の管理に関連するガイドラインが含まれている。 

 

 

 

その内容は必須の要求ではないが、この規格はマネジメントシステム監査の基

礎となるものである。 

この指針は、多くのマネジメントシステムやセクタースキーム文書で、明確に参

照されている。（例として、ISO 9001：2015の 9.2節の内部監査に注記。 ）。この

指針は、サプライヤーの評価などの他の監査や、規範のためのプロセスの有効

性を評価する場合にも役立つ。何年にもわたって、多くの専門監査員が

ISO19011の過去または現在のバージョンでトレーニングしてきた。 

 

 

ISO 19011は、すべての ISO 9001監査実務グループ（APG）文書で考慮されて

おり、監査プロセスに焦点を当てた「監査一般」の文書においてより強調されて

いる。APGは、APG文書で提供される指針が ISO19011に示される監査の基本

と整合するように努めているが、読者は本来の指針を理解するために ISO19011

を参照すべきである。 

この文書では、監査員に ISO 19011：2018の特性について注意を引かせ、監査

員に規格の有効な利用の重要性を念頭におかせるべく、ISO 19011：2018の概
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attention to the features of ISO 19011:2018, and to remind the 
auditor of the importance of making effective use of the standard. 
 
ISO 19011:2018 OVERVIEW 
The guidance given in the standard is intended to be flexible and its 
application can differ according to the size, nature and complexity of 
an organization. 
 
Consistent with the intent for the standard to be universally 
applicable, contributors to its development represented multiple 
industries including aerospace, petroleum, medical devices, 
telecommunications, service and general manufacturing. In addition, 
experts in different management system disciplines, such as 
environmental, road traffic safety, occupational health and safety, 
also contributed. This ensured that the standard’s content is generic 
and applicable to any kind of management system and organization.  
 
In the conformity assessment context and for third party auditors, 
ISO 19011 provides the guidelines for the audit process and the 
management of the audit program. In the development of the 
standard, particular attention was given to ensure the text was 
aligned with the ISO/IEC 17021 series of documents. This serves to 
reinforce the requirements stated in the Parts of ISO/IEC 17021, 
specifically those relating to audit and auditor’s competence, as 
defined for each management system standard. 
 
 
Organizations should use the guidelines to the extent appropriate to 
their needs and relevance to their own working practices. 
 
As previously mentioned, ISO 19011 is referenced in a Note in ISO 
9001, and other management system standards. Such Notes should 
not be misconstrued as a requirement. Therefore, and particularly in 
the context of an ISO 9001 audit, an auditor may not cite a 
requirement or raise nonconformities against ISO 19011, as its 

要を示している。 

 

 

ISO 19011：2018の概要 

規格に記載されている指針は、その適用においては組織の規模、性質、複雑さ

に対して柔軟であることを意図している。 

 

 

規格が普遍的に適用されるという意図と一致して、その開発の貢献者は、航空

宇宙、石油、医療機器、電気通信、サービスおよび一般的な製造業を含む複数

の業界を代表している。 

さらに、環境、交通安全、労働安全衛生などのマネジメントシステムの分野など

のさまざまな専門家も貢献している。 

これにより、規格の内容が一般的であり、あらゆるマネジメントシステムや組織

に適用可能であることを保証している。 

 

適合性評価の観点から第三者の監査員向けに、ISO19011は監査プロセスおよ

び監査プログラムの管理のための指針を提供する。 

規格の開発では、テキストが ISO / IEC17021シリーズの文書と整合しているこ

とを確認するために特に注意が払われた。 

これは、ISO / IEC17021のそれぞれの部に記載された、各マネジメントシステム

に定義されている、特に、監査および監査員の能力に関連する要件を補強する

のに役立つ。 

 

 

組織は、組織のニーズと業務の実施方法の関連事項に適した範囲で指針を使

用するべきである。 

 

前述のように、ISO 19011は、ISO9001の注記およびその他のマネジメントシス

テム規格で参照されている。このような注記は、要求事項と誤解すべきではな

い。したがって、特に ISO9001監査の中では、組織による適用は必須ではない

ため、監査員は要求事項を引用したり ISO19011に対して不適合提起したりする

ことは良くない。 
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application by the organization is not mandatory. 
 
Third party auditors should keep up to date with revisions to the 
standard and incorporate any changes and improvements in their 
audit process (the 2018 edition is the third edition). As with any other 
reference document it should be kept readily available for 
consultation when needed.  
 
The standard is divided into a number of clauses, as described in 
the following: 
 
Principles of auditing 
 
An auditor should be familiar with the 7 principles of auditing and 
apply them to the audit process. 
They define a compass that guides auditors’ behaviour and conduct 
to ensure professionalism and objectivity. Consistent with enhanced 
consideration given to the concept of risk across the entire spectrum 
of management system standards, the risk-based approach to 
auditing was added to the list for ISO 19011:2018. The principles 
are:  

•  

• Integrity 

• Fair presentation 

• Due professional care 

• Confidentiality 

• Independence 

• Evidence-based approach 

• Risk-based approach 
 
Application of the principles of auditing helps to ensure that audits 
are conducted with the highest standards of integrity, that they are 
based on consideration of risk and verifiable evidence, and that they 
achieve their intended objective. 
 

 

 

第三者監査員は、規格の改訂について最新の情報を維持し、監査プロセスを変

更したり改善したりすべきである。（2018年版は第 3版）。他の参照文書と同様

に、必要に応じてすぐに参照できるようにしておく必要がある。 

 

 

この規格は、以下に説明するように、いくつかの箇条に分かれている。 

 

 

監査の原則 

 

監査員は、監査の 7つの原則に精通し、それらを監査プロセスに適用するべき

である。 

原則は、プロ意識や客観性を確保するために監査員の行動と行動を導く方位を

定義している。 マネジメントシステム規格の全体にわたるリスクの概念に強調さ

れた考慮事項と ISO 19011：2018のリストに追加された監査へのリスクベースの

アプローチに一致する。その 原則は次のとおりです。 

・  

・  

・ 高潔さ 

・ 公平な報告 

・ 専門家としての正当な注意 

・ 機密保持 

・ 独立性 

・ 証拠に基づくアプローチ 

・ リスクに基づくのアプローチ 

・  

監査の原則の適用は、もっとも高い完全な基準での監査を実施する事、更にリ

スクと検証可能な証拠に基づくこと、および監査の意図した目的を達成すること

を確実にする助けになる。 
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Managing an audit program 
 
Clause 5 of the standard gives guidance on the audit program 
management function that an auditor needs to reference when 
auditing the internal audit requirements.  
 
Individuals having responsibility for the management of an audit 
program should ensure that: 

• The audit program is established and planned 

• Risks and opportunities on the audit program are identified 

• Audit program objectives are defined 

• The competence of an audit team matches the audit scope 
and objective for each audit in the audit program 

• Adequate resources are available for all the audits in the 
audit program 

• Individual audits are monitored for evaluation and 
improvement of the audit program 

 
It is important to note that management of an audit program is not 
the purview of an individual auditor. Managing an audit program 
must be distinguished from planning and conducting audits, as they 
are two separate and unique processes (however, in some small 
organizations, they may both be conducted by the same person). 
 
Performing an audit 
 
ISO 19011 provides guidance on planning audits, conducting audits 
and reporting on audits. There is helpful information on multiple 
topics including: 
 

・ Roles and responsibilities of the audit team 

・ Conducting the opening and closing meetings 

・ Reviewing documented information 

・ Collecting and verifying evidence 

・ Audit findings 

監査プログラムの管理 

 

規格の箇条 5は、内部監査の要求事項を監査する際に、監査員が参照とする

必要がある監査プログラム管理職務に関する指針を提供する。 

 

 

監査プログラムの管理に責任を持つ個々の要員は、次のことを確認するべきで

ある： 

・ 監査プログラムが確立され、計画されている。 

・ 監査プログラムのリスクと機会が特定されている。 

・ 監査プログラムの目的が明確である。 

・ 監査チームの力量は、監査プログラムの各監査範囲と目的に一致して

いる。 

・ 監査プログラムで、すべての監査に十分なリソースが利用可能である。 

・ 個々の監査は、監査プログラムの評価と改善のために監視される。 

 

 

監査プログラムの管理は個々の監査員の権限ではないことに注意することが重

要である。 監査プログラムの管理は、2つの別個の固有のプロセスであるので、

監査の計画および監査の実施とは区別しなければならない。（ただし、一部の小

規模な組織では、両方が同じ人によって行われる）。 

 

監査の実施 

 

ISO 19011は、監査の計画、監査の実施、および監査報告に関する指針を提供

している。 以下を含む複数のトピックスに関する役立つ情報である。 

 

 

・ 監査チームの役割と責任 

・ 初回会議と最終会議の実施 

・ 文書化された情報の確認 

・ 証拠の収集と検証 

・ 監査所見 
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・ Audit reporting 
 
In some instances, more specific details and additional guidance are 
found in the Annex to ISO19011. 
 
 
Competence and evaluation of auditors 
 
Competence is defined in ISO 9000:2015 as “ability to apply 
knowledge and skills to achieve intended results”. The guidance in 
ISO 19011 on the competence and evaluation of auditors 
emphasizes the importance of team competence as well as that of 
the individual. Auditors should possess the knowledge and skills 
necessary to achieve the intended results of the audits. Auditors 
should possess both generic and sector-specific knowledge and 
skills. Audit team leaders should have the additional competence to 
provide leadership to the audit team. 
 
Competence should be determined through a process that considers 
an auditor’s personal behavior and their ability to apply the 
knowledge and skills gained through education, work experience, 
auditor training and audit experience. 
 
Some competence criteria for auditors may vary depending on the 
type of audit being conducted (such as a third party certification 
audit) and the industry or discipline being audited. For third party 
auditors, generic competence criteria requirements are defined in 
ISO/IEC 17021-1, clause 4.3, with specific criteria being defined in 
complementary documents for a particular management system 
standard or sector (e.g. ISO/IEC 17021-3 for quality management 
systems). However, individual auditors should be aware of the 
content of ISO/IEC 17021-1, clause 4.3, so that they can maintain, 
improve and work within the limits of their professional competence.  
 
Auditor competence should be monitored and periodically re-

・ 監査報告 

 

例として、より具体的な詳細と追加の手引が ISO19011の附属書に記載されて

いる。 

 

監査員の力量とその評価 

 

力量は、ISO 9000：2015で「意図した結果を達成するために、知識及び技能を適

用する能力」と定義されている。監査員の力量と評価に関する ISO19011の指針

は、個人だけでなくチームの力量の重要性を強調している。 

監査員は監査の意図した結果を達成するために必要な知識及び技能を保有す

るべきである。監査員は一般的、且つセクター固有の知識と技能の両方を保有

する必要がある。 

監査チームのリーダーは監査チームに対してリーダーシップを発揮するための

追加的な能力を持つべきである。 

 

 

力量は、監査員個人の行動や教育、実務経験、監査員訓練、監査計画を通して

得た知識と技能を適用する能力があるかを考慮して決定するべきである。 

 

 

 

監査員のある力量基準は、実施された監査のタイプ（例えば第三者認証監査）

や監査対象の業界、または分野によって異なる場合がある。 

第三者監査では、一般的な基準の要件は、ISO / IEC 17021-1、箇条 4.3で定義

され、特定の基準は特定のマネジメントシステムやセクターの補完文書（例：品

質マネジメントシステムの ISO / IEC 17021-3）によって定義されている。 

ただし、個々の監査員は、ISO / IEC 17021-1、箇条 4.3の内容を認識して、専

門的力量の範囲内で維持、改善、作業することができるようにするべきである。 

 

 
 

監査員の力量を監視し、改善のために定期的に再評価するべきである。 



 6 

evaluated for improvement. 
 
 
Annex A – Additional guidance 
 
ISO 19011: 2018 has extensive information in its Annex on multiple 
topics; given below is a brief summary of a few. 
 
Audit methods 
An overview of remote audit practices (as distinct from on-site 
audits) is presented and provides general guidance on human 
versus non-human interactive audit practices. (The guidance was 
used as an input for the development of the APG paper on Remote 
Audits). 
 
Sampling 
There are three separate sampling methods discussed. The first 
speaks in general terms about selection methods, sample size, 
composition of population and methods of evaluating. The second 
covers aspects of judgement-based sampling wherein the expertise 
of the auditor, the complexity of processes and other human factors 
are discussed. The last sampling method focuses on statistical 
sampling based on probability theory. 
 
Auditing context 
This topic reflects the introduction of the concept of the “context of 
the organization” into several management system standards over 
recent years. Guidance is presented on how to verify conformity to 
these requirements. 
 
Life cycle 
Life cycle is an example of a set of requirements that are only 
relevant in organizations that have products with a limited or defined 
life. There are often specific requirements relating to design, to 
material traceability, to end of life treatment, etc. Guidance is 

 
 

 

附属書 A–追加の手引 

 

ISO 19011：2018の附属書には、幾つかの要約として次に示す複数のトピックス

についての広範な情報がある。 

 

監査方法 

遠隔監査の方法の概要（現地監査とは異なる。）が提示され、対話的な（人的交

流有り） 対 対話的でない（人的交流なし）監査方法に関する一般的な手引を

提供する。 （手引は、遠隔監査に関する APGペーパーの開発のためのインプッ

トとして使われた。）。 

 

サンプリング 

説明されている 3つの別々のサンプリング方法がある。 最初は選択方法、サン

プルサイズ、母集団の構成、および評価方法について一般的な用語で語ってい

る。 二番目は監査人の専門知識、プロセスの複雑さ、およびその他の人的要因

について説明する、判断ベースのサンプリングの側面を含む。 

 最後のサンプリング方法は、確率論に基づく統計的サンプリングに焦点を当て

いる。 

 

 

状況の監査 

このトピックは、近年のいくつかのマネジメントシステム規格にある「組織の状況」

の概念の導入を反映している。手引は、要求事項の適合の確認方法を示してい

る。 

 

ライフサイクル 

ライフサイクルは、寿命が限られ、或いは明示されている製品を持つ組織のみに

関連した要求事項の例である。 

設計、材料のトレーサビリティ、寿命後の処理などに関連する特定の要求事項

がしばしばある。手引は、要求事項の監査方法を提供する。 
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provided on how to audit the requirements. 
 
Supply chain 
Auditing of suppliers is generally termed “2nd party” audits. A brief 
overview of considerations when planning such audits is provided. 
 
Audit findings 
The guidance covers determining the audit findings, recording both 
conformities and nonconformities, and dealing with findings related 
to multiple criteria.  
 
As mentioned in ISO 19011: “This guidance should be adapted as 
appropriate to the scope, complexity and scale of the audit 
program”. 
 
 
 
 

For further information on the ISO 9001 Auditing Practices Group, 
please refer to the paper: 
Introduction to the ISO 9001 Auditing Practices Group 

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.  
Comments on the papers or presentations can be sent to the 
following email address: charles.corrie@bsigroup.com. 
The other ISO 9001 Auditing Practices Group papers and 
presentations may be downloaded from the web sites: 
 
www.iaf.nu  
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup  
 

 

 

 

 

 

サプライチェーン 

供給者の監査は、一般的に「第二者」監査と呼ばれる。 そのような監査が計画さ

れた時に配慮事項の簡単な概要と考慮が提供される。 

 

監査所見 

手引は、監査所見の決定、適合および不適合両方の記録、および複数の基準

に関連する所見の処理を含む。 

 

ISO 19011で述べられているように、「この手引は、監査プログラムの範囲、複雑

性及び規模に適切に対応させるべきである」。 

 
 
 
 

 

ISO 9001審査実務グループの詳細情報については、次の文書を読まれた

い。 

ISO 9001認定審査実務グループの紹介 
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。 

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. 

その他のISO 9001審査実務グループの文書及び発表内容は、次のウエブ

サイトからダウンロードできる。 

 
www.iaf.nu  
www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup  

 

 

mailto:charles.corrie@bsigroup.com
http://www.iaf.nu/
http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
mailto:charles.corrie@bsigroup.com
http://www.iaf.nu/
http://www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup
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Disclaimer 

 

This paper has 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 it 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. 

免責条項 

 

この文書は、国際標準化機構(ISO)、ISO TC 176、又は国際認定フォーラム（IAF）に

よる承認手続きの対象となっていない。 

 

この文書に入っている情報は、教育及び連絡を目的として提供されたものである。 

ISO 9001 Auditing Practices Group は、間違い、遺漏、又はその他、その情報提供

又はその後に情報を利用したことによって生じるかもしれない賠償責任については

その責任を負わない。 

 

 

 


