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INTRODUCTION 
 
“Process approach” is one of the quality management principles, 
which is given as:“Consistent and predictable results are achieved 
more effectively and efficiently when activities are understood and 
managed as interrelated processes that function as a coherent 
system”. 
 
Rationale for this quality management principle further explains that 
“the QMS consists of interrelated processes. Understanding how 
results are produced by this system enables an organization to 
optimize the system and its performance.” 
 
An organization that is committed to ensuring the effectiveness and 
continual improvement of its QMS and enhancing customer 
satisfaction, should adopt the “process approach”. The process 
approach incorporates the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle and risk-
based thinking. 
 
Auditors should plan the audit based on the processes determined by 
the organization and prepare questions to assess the implementation 
of the process approach in the organization. 
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ISO 9001審査実務グループによる指針: 

 
 

プロセス 
 
 

序文 
 

“プロセスアプローチ”は、品質マネジメントの原則の 1つであり、それは“活動

が一貫したシステムとして機能する相互関係のあるプロセスとして理解され、

管理される時、一貫性のある予測可能な結果が、より効果的に、且つ効率的

に達成される。”とされる。 

 

この品質マネジメントの原則の論拠は、“QMSは相互に関係するプロセスか

ら構成される。この QMSが、システムとそのパフォーマンスを最適化すること

を組織に可能にすることによって、どのような結果が生じるのか、を理解する

事。”と更に説明している。 

 

QMSの有効性と継続的な改善を確保し、顧客満足度の向上に取り組んでい

る組織は、“プロセスアプローチ”を採用するべきである。 プロセスアプローチ

には、Plan-Do-Check-Act（PDCA）サイクルとリスクベースの考え方が組み込

まれている。 

 

審査員は、組織によって決定されたプロセスに基づいて審査を計画し、組織に

おけるプロセスアプローチの実施状況を評価するための質問を準備するべき

である。 
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The auditor should consider the definition of process in ISO 9000: “set 
of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an 
intended result” and the description of the process approach in the 
Introduction to ISO 9001. This description is purely informative and 
does not introduce any additional requirement by itself but is useful to 
understand the way that the process approach is deployed in the 
standard. The following picture (figure 1 from the “Introduction”) 
facilitates understanding of a single process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clause 4.4 of ISO 9001:2015 sets up comprehensive requirements for 
an organization to determine and apply the processes needed for its 
quality management system, while also considering the PDCA cycle 
for continual improvement and integrating risk-based thinking. 
Accordingly, audits should be oriented towards analysing the 
processes of the organization. 
 
The following diagram will assist auditors in establishing the sequence 
to audit the processes of the organization. 
 

審査員は、ISO 9000におけるプロセスの定義である“インプットを使用して意

図した結果を生み出す、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動”

と、ISO9001の序文におけるプロセスアプローチの説明を検討するべきであ

る。この説明は単に参照情報であり、それ自体ではいかなる追加要求事項も

紹介していないが、規格に展開されるプロセスアプローチの方法を理解するの

に役立つ。以下の図（“序文”からの図１）は、単一プロセスの理解を容易にす

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 9001:2015の 4.4項は、継続的改善のための PDCAサイクルを考慮

し、リスクに基づく考え方も統合しながら品質マネジメントシステムに必要とさ

れるプロセスを決定し、適用する組織のための包括的な要求事項を設定して

いる。従って、審査は組織のプロセスを分析することをテーマにするべきであ

る。 

 

以下の図は、組織のプロセスを審査する順序を確立する上で審査員を支援す

るだろう。 
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The level of documented information required for the processes (i.e. 
documents or records) should be determined by the organization, to 
the extent necessary to provide confidence that the QMS is effective. 
The standard does not specify format, media or content of the 
documented information. 
 
If there is a specific customer, statutory or regulatory requirement for 
maintaining or retaining documented information, the auditor should 
verify conformity to those requirements. 
 
Examples of possible documented information are process sheets, 
process maps, IT workflows, turtle diagrams. Documented information 
may also be integral to software programs and other digital media 
such as test software or ERP systems. 
 
 
If the description of the process is not interpreted in the same way by 
the auditor and the auditee, the auditor should seek to understand the 
auditee’s point of view and not impose his own view unless it is clear 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロセスに必要な文書化された情報（つまり、文書あるいは記録）のレベル

は、QMSが有効であるという確信を与えるために必要な範囲で、組織によっ

て規定されるべきである。規格は、文書化された情報の形式、媒体、または内

容を規定していない。 

 

文書化された情報の維持または保持について、特定の顧客、法令または規制

による要求事項がある場合、審査員はそれらの要求事項への適合性を検証

するべきである。 

 

考えられる文書化された情報の例としては、プロセスシート、プロセスマップ、

ITワークフロー、タートル図がある。文書化された情報は、ソフトウェアプログ

ラムや、他のデジタルメディア（テストソフトウェアや ERP（Enterprise 

Resource Planning）システムなど）に不可欠な場合もある。 

 

プロセスの定義が審査員と受審者の間で同じように解釈されない場合は、規

格要求事項が満たされていないことが明白で、十分な客観的証拠で裏付けら

れていない限り、審査員は受審者の視点を理解するべく努め、自分の見方を

プロセス が計画通りに実行さ 
れ、意図した結果を達成するの 

に効果的であるかどうかを評価 
する 

審査対象組織が決定した 
活動、相互作用、相互関係 
を理解する 

ンプットと期待されるアウ 
トプットを理解する 

連する文書化された情報の順序 
と相互作用を理解する 

プロセス制御のために確立さ 
れ、決定された基準、方法、監 
視、測定、およびパフォーマン 
ス指標を理解する 

プロセスに割り当てられ 
た資源、責任、および権 
限を理解する 

リスクと機会に対処するた 
めの行動が統合され、実 

施されているかどうかを検 
証する 

意図した結果と継続的な改善が達 
成されるように、変更がどのように 
実装および制御されているかを評 
価する 

決定されたプロセスのイ QMS の決定されたプロセスと関 
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and supported with enough objective evidence that the requirements 
of the standard are not met. The same is true if the auditor believes 
that certain processes have not been correctly identified or are 
missing. 
 
The auditor should assess if the organization has established 
adequate documented information to ensure that processes are 
understood to the extent necessary to support effective 
implementation of its processes. 
 
 
The auditee has the right to use its own terminology. It is the 
responsibility of the auditor to ensure clear understanding of the 
auditee concepts to verify that the requirements of the standard are 
met. 
 
 
QUESTIONS RELATED TO THE PROCESS APPROACH 
 
Below you will find some example questions for auditing the process 
approach. The code after the questions represent: P=plan, D=do, 
C=check and A=act. 
 
• Can you explain to me what you do? D 
• What information do you need to start your work? P 
• How do you know how to do your job? P 
• Where does the information come from? P 
• What decisions are you responsible to make? D 
• What is the result of your work? C 
• Who receives the result of your work? D 
• How do you know if you’ve done your job correctly? C 
• What kind of verifications do you perform? C 
• What records are kept? C 
• Are there changes, how and why? A 
• What can go wrong and what would you do? C/A 
 

押しつけるべきでない。審査員が、あるプロセスが正しく把握されていない、又

は不足していると信じる場合も同じことが言える。 

 
 

審査員は、組織がプロセスの効果的な実施を支援するために必要な範囲でプ

ロセスを理解するための適切な文書化された情報を確立しているかどうかを

評価するべきである。 

 
 
 

受審者は、独自の用語を使用する権利がある。規格要求事項が満たされてい

ることを検証するために、受審者の概念を明確に理解することは審査員の責

任である。 

 
 

プロセスアプローチに関連する質問 

 

以下は、プロセスアプローチを審査するための質問例である。質問例の後ろ

のコードは、P=plan、D=do、C=check、A=actを示す。 

 

・あなたが何をしているか説明してもらえますか？D 

・あなたの仕事を始めるためには、どのような情報が必要ですか？P 

・あなたの仕事作業の方法は、どのように知りますか？P 

・その情報はどこから来ていますか？P 

・あなたはどのような決定を下す責任がありますか？D 

・あなたの仕事の結果は何ですか？C 

・あなたの仕事の結果を受け取るのは誰ですか？D 

・仕事が正しく行われたかどうかはどうやってわかりますか？C 

・どのような検証を行いますか？C 

・どのような記録が保持されますか？C 

・変更はありますか、どのようにして、なぜ変化があるのか？Ａ 

・何がうまくいかない可能性があり、あなたは何をしますか？C/A 
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Auditors should evaluate the suitability for the intended purpose of the 
process performance indicators established for relevant processes. 
These may be used to monitor objectives. 
 
 
 
PROCESSES SHOULD BE ANALYSED, MONITORED, MEASURED, 
AND IMPROVED 
 
 
The auditor should be able to understand the criticality of the process 
being audited. This will facilitate the auditor’s understanding of the 
linkage between the processes and the perceived risks. 
 
The level of monitoring, measurement and improvement of each 
process will depend on the organization’s context, its strategic intent 
and its determined risks and opportunities. 
 
Auditors should be aware that the application of the process approach 
will be different from organization to organization, depending on the 
size and complexity of the organization and its activities. Special 
consideration should be given to the situation in small and medium 
enterprises (SME’s), where there may be fewer processes. 
 
Auditors should verify that established performance indicators are 
balanced, do not conflict with each other, are realistic, provide insights 
into process performance, and are understood throughout the 
organization. 
 
 
The auditor should evaluate if the organization’s performance 
indicators allow for the effective operation and control of its 
processes, and if they relate to the risks and opportunities for those 
processes. 
 

 

審査員は、関連するプロセスに対して確立されたプロセスパフォーマンス指標

の、意図された目的に対する適合性を評価するべきである。これらは、目標を

監視するために使用されても良い。 

 
 

プロセスは、分析、監視、測定、および改善されるべきである。 

 
 
 

審査員は、審査対象のプロセスの重要性を理解できるべきである。これによ

り、審査員はプロセスと認識されたリスクとの関連性の理解が容易になる。 

 

それぞれのプロセスの監視、測定及び改善のレベルは、その組織の状況、戦

略的意図及び決定されたリスク及び機会に依存する。 

 
 

審査員は、プロセスアプローチの適用は、組織とその活動の規模と複雑さに

応じて組織ごとに異なることに注意するべきである。プロセスが少ない可能性

がある中小企業（SME）の状況には、特別な配慮をすべきである。 

 
 
 

審査員は、確立されたパフォーマンス指標が、バランスが取れ、互いに矛盾せ

ず、現実的であり、プロセスパフォーマンスへの洞察を提供し、組織全体で理

解されていることを検証するべきである。 

 
 

審査員は、組織のパフォーマンス指標がそのプロセスの効果的な運用と管理

を可能にするかどうか、およびそれらがそのプロセスのリスクと機会に関連し

ているかどうかを評価するべきである。 

 
 



  
 

6 

 
HELPING AN AUDITEE TO INTERPRET THE PROCESS 
APPROACH 
 
During a stage 1 audit, an auditor may become aware that the auditee 
lacks understanding of the process approach. The auditor should refer 
the auditee to the ISO 9001:2015 standard requirements, introduction, 
and annexes. Additional references may be made for the auditee to 
access recognized information sources, such as the paper on “The 
Process Approach in ISO 9001:2015” (available from 
www.iso.org/tc176/sc02/public), which sets out different steps in the 
process approach and provides useful guidance with examples. 
 
 
Auditees frequently identify unnecessary processes. Some are 
activities within processes. Others are defined as per clauses 
mirroring the standard regardless of their applicability. These do not 
fulfil the requirements of a process in the sense of ISO 9001:2015, nor 
do they accurately reflect the sequence and interrelation of activities 
within the QMS. 
 
In this situation, an auditor should (at stage 1 audit) raise an issue 
regarding the need for a redefinition of the processes, based on e.g. 
the criticality of the activities and the process approach. This might be 
particularly relevant for SME’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

受審者がプロセスアプローチを解釈するときの支援 

 
 

第一段階審査の間に、審査員は、受審者がプロセスアプローチを理解してい

ないことに気付く場合がある。審査員は、受審者に ISO 9001：2015の規格要

求事項、序文、および附属書を紹介するべきである。受審者は、プロセスアプ

ローチのさまざまなステップを設定し、事例を示しながら役立つ助言を提供す

る“ISO9001:2015 のプロセスアプローチ”（www.iso.org/tc176/sc02/public 

から入手可能）などの一般的に認知されている情報源にアクセスするために

追加の参照を行うことができる。 

 

受審者は、不必要なプロセスを頻繁に特定する。その一部はプロセス内の活

動になっている。その他は、適用可能性に関係なく、規格を反映した箇条とし

て定義されている。これらは、ISO 9001：2015の概念ではプロセスの要求事

項を満たしておらず、QMS内の活動の順序と相互関係を正確に反映していな

い。 

 
 

この状況では、審査員は（第一段階審査で）受審者に、例えば、活動の重要度

とプロセスアプローチに基づき、プロセスの再定義の必要性について問題を提

起すべきである。これは特に、中小企業において言えることが多いだろう。 
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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@bsigoup.com. 
 
 
The other ISO 9001 Auditing Practices Group papers and 
presentations may be downloaded from the web sites: 
 
 
www.iaf.nu 
https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-
practices-group.html 
 
 
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. 
 

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 

https://committee.iso.org/home/tc176/iso-9001-auditing-practices-

group.html  

 

 

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。 

 


