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I. はじめに
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ISO9001 は、2014 年末までに、世界 185 
か国で 1,115,000 件以上の認証が発行さ
れていると言われており、 もっとも認知さ
れているマネジメントシステム規格です。 
ISO9001 は、組織の品質マネジメントシス
テムを構築、実施、認証するための要求事
項を提供しており、信頼性や顧客満足を向
上させるためにもっとも利用されているマ
ネジメントシステムです。
すべての ISO 規格は、事業慣行や市場の
要求を反映しているかどうかがレビュー
されており、ISO9001 は、1987 年、1994 
年、2000 年、2008 年に改正されていま
す。

GENEVA

AMERICAS
440 OFFICES & LABORATORIES
17 700 EMPLOYEES

825 OFFICES & LABORATORIES
32 000 EMPLOYEES

385 OFFICES & LABORATORIES
30 300 EMPLOYEES

EUROPE, AFRICA &
MIDDLE EAST

ASIA PACIFIC

ただし、ISO9001 の 2008 年版は、小規模
な改正に留まり、2015 年版が 2000 年版
以来の大きな変更となる予定です。
右図は、「ISO Survey of Management 
System Standard Certificates2013」 の調
査結果によるものですが ISO9001 の認証
件数は、世界で発行されている全認証件数
の約72%を占めていることがわかります。
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III. 附属書 SL
品質、環境、労働安全衛生等、広範な分野
を取り扱う多くのマネジメントシステムが存
在しています。
長年にわたり、組織は複数のマネジメント
システム規格を導入し、認証を取得しよう
としてきましたが、各マネジメントシステム
規格の要求事項、用語及び定義などが大き
く異なっていたため、各システムを効果的
で効率的なひとつのシステムに統合するの
が容易ではありませんでした。
このような背景に基づき、ISO技術管理
評議会は、2012年に統合版ISO補足指針
ISO/IEC専門業務用指針（旧ISO Guide83
）の附属書SLを作成しました。
附属書SLの目的は、以下の内容を提供する
ことにより、ISOマネジメントシステム規格
の一貫性と整合を強化することです。
• 統一され、合意された上位構造
• 共通の中核となるテキスト
• 共通用語及び中核となる定義
結果として、附属書SLはすべての新規もし
くは改正されるマネジメントシステム規格
にひな形又は枠組みを提供しています。
分野特有の下位条項は追加できるものの、
「ハイレベルストラクチャー」（つまり、主
要な条項番号及びタイトル）は固定され、
変更できません。これにより、すべてのマ
ネジメントシステム規格の整合が図れ、こ
れらの規格の親和性が高まります。たとえ
ば、将来発行されるすべてのISOマネジメ
ントシステム規格の主要な条項やタイトル
は、同一になります。結果として、すべての
ISOマネジメントシステム規格は類似するこ
とになります。さらに、一般的な用語はすべ
て同じ定義となるため、矛盾が少なくなる
ことが期待されます。
このアプローチは、特に2つ以上のマネジメ
ントシステム規格の要求事項に適合した統
合マネジメントシステムを運用することを
選択した組織に有益です（図１参照。MSS
は「マネジメントシステム規格」の意）。
附属書SLは、2012年に発行された事業
継続マネジメントシステム規格である
ISO22301や2013年に改正された情報セ
キュリティマネジメントシステム規格である
ISO27001の枠組みとしてすでに採用され
ています。また、ISO9001やISO14001の改
正版や新しい労働安全衛生マネジメントシ
ステム規格であるISO45001で採用される
予定です。

品質マネジメントシステムの採用は、
組織の戦略上の決定に基づくものです
が、DIS9001は、さらに持続可能な発展に
向けて組織が取り組む上での一つの要素と
なることを意図しており、また、組織の全体
的なパフォーマンス改善のツールとしての
活用を推進しています。
要求事項の用語の変更や構成の見直しの
他にも重要な新しい要求事項が導入されて
います。そのいくつかは、附属書SLの枠組
みや中核となるテキスト（Ⅲ. 附属書SLを参
照）が採用されたことによるものですが、
品質マネジメントシステムの固有の要求事
項も含まれています。
組織やその品質マネジメントシステムに影
響を与える、組織の状況や内部及び外部
の課題（4.1項）や、組織の活動によって影
響を受ける利害関係者のニーズ及び期待
（4.2項）に関わる新しい条項があります。
この変更点は、組織が品質マネジメントシ
ステムを構築、実施する際に、単なる内向
きのアプローチから、品質マネジメントシ
ステムが着目し、優先しなければならない
方法に外的要因がより大きな影響を与え
るアプローチに移行することを要求してい
ます。
つまり、重要な内部及び外部の目的を効果
的に満たすことが求められます。
さらに、新しい要求事項として、組織に対し
て、一貫して顧客の要求事項を満たす能力
に影響を与える潜在的なリスク及び機会を
特定することを求めています (6.1項）。
DIS9001には、予防処置(ISO9001:2008 
8.5.3項)に関わる特定の要求事項はありま
せんが、リスク及び機会に関わる新しい要
求事項に、潜在的な問題の特定及び取り組
みに関する内容は残っています。また、特定
された不適合が他のところでも発生する可
能性があるか否かを決定しなければなら
ないというDIS9001の要求事項（10.2項）
は、現在の「予防処置」の要求事項に類似
しています。
DIS9001では、あらゆる形態の外部提供者
（たとえば、供給者からの購買の場合や、
プロセス及び機能をアウトソースする場合
など）に対して適切な管理の方式及び程度
を決定するために、リスクを基礎としたア
プローチを採用することを組織に要求して
います。
DIS9001には、品質マニュアルや文書化さ
れた手順、記録に関する要求事項は含まれ
ていませんが、文書化した情報(7.5項)につ
いては多数言及されています。文書化した
情報の形式や保管方法については特別な
要求事項はありませんが、組織が保持、管

理、維持することが要求されています。
「組織の知識」では、製品及びサービスの
適合を達成するために必要な知識を決定
し、維持することを求めており、この知識に
は、要員が保有している情報が含まれます
が、組織が運用している状況も考慮する必
要があります。
「管理責任者(ISO9001: 2008 5.5.2項)」
の任命にかかわる要求事項はなくなりま
したが、組織が選択するのであれば、体制
上、管理責任者というポジションを維持す
ることを妨げるものではありません。
しかし、これまで一般的に管理責任者によ
って実施されていた活動や責任のいくつか
は、トップマネジメントが直接実施しなけ
ればならず、委譲することができないこと
に留意しなければなりません(DIS9001 5
項)。

II. 概要

ISOマネジメントシステム
規格間の一貫性と整合性
を高めます。

品質マネジメントシステ
ムの採用は、組織の戦略
上の決定です。

DIS9001は、組織が品質マネジメントシス
テムを計画し、実行し、構築する際に、プロ
セスアプローチを採用することをより直接
的に要求しています。
また、そのようなアプローチの重要な要素
を特定する要求事項が含まれています。
その意図は、組織がプロセスだけでなく、
それらの相互作用を体系的に特定し、管理
することを確実にすることです。
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「附属書SLとDIS9001」

DIS9001は附属書SLの枠組みを用いて、上
位構造、中核となるテキスト、共通用語及び
主要な定義を採用しています。DIS9001の
主要な条項は以下の通りです。
1. 適用範囲
2. 引用規格
3. 用語及び定義
4. 組織の状況
5. リーダーシップ
6. 計画
7. 支援
8. 運用
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9. パフォーマンス評価
10. 改善

しかし、これらの主要条項に関連する下位
条項の中には、DIS9001においても、品質
マネジメントシステムに固有の追加要求事
項が含まれています（図2参照）。
附属書SLの採用に伴い、ISO9001: 
2008の要求事項のいくつかが、異なる
条項の下に配置されています。たとえ
ば、ISO9001: 2008の5項の「経営者の責
任」は、DIS9001では「リーダーシップ」
の下にあります。一方、7項にある「製品実
現」はDIS9001の8項「運用」で取り扱われ
ています。

顧客満足
製品及びサービス

顧客
およびその他の利害関係者の

要求事項

インプット アウトプット

4.1 4.2 4.3
組織の状況の理解
利害関係者の特定
品質マネジメントシステムの
適用範囲の決定

支援

継続的改善

リーダーシップ

計
画

品質マネジメントシステム

パ
フ

ォ
ー

マ
ンス

運用
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IV. DIS 9001 の主要な要求事項
1 項 – 適用範囲
DIS9001 の狙い及び適用範囲は、以下の
ようなことを望む組織が採用する品質マネ
ジメントシステムの要求事項を規定するこ
とです。
• 顧客要求事項及び適用される法令・

規制要求事項を満たした製品又はサ
ービスを一貫して提供する能力がある
ことを実証する。

• 継続的改善のプロセス及び顧客要求
事項及び適用される法令・規制要求
事項への適合性の保証を含むシステ
ムの適用を通じて、顧客満足を向上
させる。

細かな変更はありますが、この条項の言い
回しは ISO9001: 2008 で使用されている
ものとほぼ同様です。
しかし、品質マニュアルの中で、品質マネ
ジメントシステムを運用している組織が適
用できない要素を規定する要求事項 (ISO 
9001: 2008 1.2 項). がなくなるとともに、
適用除外の対象条項の限定にかかわる表
現がなくなりました。 
DIS9001 のすべての要求事項は、あらゆ
る組織に適用されることを意図していま
すが、組織が業務の一部としてある種の
活動を実施していないということで、単純
に特定の要求事項を適用できない状況が
あるかもしれません。（DIS9001 附属書
A. A.5）。
そのような場合、組織はその要求事項を 「
適用できない」とみなすことができます。
しかし、顧客要求事項を遵守する製品及び
サービスを供給する能力に影響を与える場
合、顧客満足を向上させる能力に悪影響を
及ぼす場合は、適用から除外することはで
きません。

2 項 – 引用規格
ISO9001: 2008は、現在ISO9000: 2005
品質マネジメントシステム －基本及び用語
を参照していますが、ISO9000: 2005の内
容はDIS9001に組み込むよう考慮されて
います。
したがって、2つの規格を利用する必要は
なくなります。結果として、DIS9001の中に
引用規格はありません。

3 項 – 用語及び定義
すべての適用可能な用語及び定義は、 
DIS9001の規格に組み込まれています。
附属書SLには、すべてのマネジメントシステ
ム規格に含まれるべき22の用語及び定義
が含まれています。

「監査」「是正処置」「マネジメントシステ
ム」「測定」「目的」「方針」など、規格その
ものが取り扱っている領域に関係なく、ど
のマネジメントシステム規格にも出現する
ことが見込まれる用語及び定義があり、こ
れらの用語及び定義は、DIS9001に含まれ
ています。
しかし、40以上の品質マネジメントシステ
ムに固有の用語及び定義がDIS9001に追
加され、「品質」「顧客」「製品」 
「サービス」「設計・開発」のような関連
した用語及び定義が含まれています。さら
に、ISO9001: 2008で使用されていた次
の4つの用語がDIS9001で変更になりま
した。
• 製品→製品及びサービス
• 購買製品→外部から提供される製品

及びサービス
• 作業環境→プロセス運用のための

環境
• 供給者→外部提供者

4 項– 組織の状況
組織の「状況」（事業環境と呼ばれること
もある）は、組織が製品及び／又はサービ
スに取り組むうえで、影響を与えうる内部
及び外部の要素及び状況に言及していま
す。
結果として、組織の品質マネジメントシステ
ムの設計及び実施は、その状況によって影
響を受けます（図3参照）。
組織の状況は、たとえば、以下のような内
容を含みます。
• 組織固有の目的
• 顧客及びその他の関連する利害関係

者のニーズ及び期待
• 提供する製品及びサービス
• 組織が使用するプロセス及びそれら

の相互作用の複雑さ
• 規模及び組織の構造
これらは、これまでも品質マネジメントシス
テムに概念として含まれており、ISO9001: 
2008（序文0.1 一般）には、組織の品質マ
ネジメントシステムの設計及び実施が、非
常に類似した課題及び要素によって影響を
受けるという事実に言及しています。
4.1 項– 組織及びその状況の理解
DIS9001では、その品質マネジメントシステ

ムの意図した結果を達成する組織に影響
を与える、外部及び内部の課題を特定する
ことが要求されています。組織はまた、変
化がその品質マネジメントシステム及びそ
の目的に影響を与えるか否かを確認するた
めに、その課題を監視し、レビューし続けな
ければなりません。
すでに多くの組織が内部及び外部の課題
を監視していますが、これは新しい要求事
項で、すべての組織が順守しなければなり
ません。
内部及び外部の課題の特定、又は監視及び
レビューには文書化は要求されていません
が、これらを実施したことを実証しなけれ
ばなりません。
多くの場合、この情報は様々な情報源から
入手できるかもしれません。
たとえば、文書化された事業計画又は事
業戦略の一部となっているかもしれません
し、組織のウェブサイトや株主への年次報
告書、もしくは本件を取り扱ったマネジメン
トレビュー議事録の一部分で参照できるか
もしれません。

 
 
4.2 項 － 利害関係者のニーズ及び期待の
理解
組織には、その品質マネジメントシステムに
関連した利害関係者を特定することが要求
されています。
「利害関係者（ステークホルダーと言われ
ることもある）」は、品質マネジメントシス
テムを実施する組織の決定事項又は活動
に影響を与え得るか、影響を受け得るか、
又はその影響を受けると認識している個人
又は組織です。これらの利害関係者は、組
織の株主、従業員、顧客、エンドユーザー、
供給者、規制当局、圧力団体などが考えら
れます。
利害関係者又はその要求事項が、品質マネ
ジメントシステムに関連があるかどうかを
決定するために、組織は顧客要求事項及び
適用される法令・規制要求事項を満たす製
品及びサービスを一貫して提供する能力、
又は顧客満足を向上させる能力に影響を与
えるか否かを検討しなければなりません。

DIS 9001 は、組織にその
品質マネジメントシステム
の意図した結果を達成す
る組織の能力に影響を与
える、外部及び内部の課
題を特定することを要求

しています。
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組織の状況

株主

従業員

規制当局

エンドユーザー

顧客
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市場

文化

社会

競争

技術

経済

法令

供給者

利害関係者

組織： 
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文化 
知識 

パフォーマンス

図3

すべての組織には、独自の関連する利害関
係者のグループがありますが、すべてが組
織の品質マネジメントシステムに関連する
わけではありません。
組織は、まず、品質マネジメントシステムに
関連する利害関係者は誰なのか、またその
要求事項を決定したことを実証する必要
があります。これらの利害関係者の関連性
及び／又はその要求事項の変化をレビュー
し続けていることの客観的証拠も必要に
なります。 
 
4.3 項– 品質マネジメントシステムの適用範
囲の決定 

この条項は、ISO9001: 2008の1.2「適用」
及び4.2.2「品質マニュアル」の要求事項の
いくつかが網羅されています。
組織の品質マネジメントシステムの適用範
囲を設定しなければならないという要求事
項がある一方で、その際に組織が、以下に
ついて考慮しなければならないという新し
い特定の要求事項もあります。
a. 4.1 項で言及されている外部及び内部

の状況課題
b. 4.2 項で言及されている関連する利害

関係者の要求事項
c. 製品及びサービス
組織は、品質マネジメントシステムの適用
についての境界及び／又は限定を特定しな
ければなりません。たとえば、適用範囲に
は、組織全体を含めることもでき、特定の
機能、部門、又はグループを横断した複数
の機能を含めることもできます。
品質マネジメントシステムの物理的な限定
についても特定しなければなりません。
アウトソースされた機能又はプロセスは、
組織の適用範囲内の中で考慮しなければ
なりません。

DIS9001 では、組織の品質マネジメント
システムへの要求事項の適用を決定する
際の「適用除外」についての言及はありま
せん 。
しかし、組織の規模、適用するマネジメント
モデル、組織の活動の範囲、又は遭遇する
リスク及び機会の性質により、要求事項の
適用を検討する必要があります（上記条項
1「 適用」を参照）。 
 

4.4 項 – 品質マネジメントシステム及びそ
のプロセス 

この条項は、ISO9001: 2008の4.1「一般
要求事項」、5.4.2「品質マネジメントシス
テムの計画」、8.2.3「プロセスの監視及び
測定」で取り扱われている要求事項がいく
つかあります。
DIS9001では、品質マネジメントシステム
の開発、実施、有効性の改善の際に、プロ
セスアプローチを採用することを要求して
います。
相互に関連するプロセスとして活動が理解
され、管理されるときに、一貫性のある結
果及びアウトプットが期待できます。
DIS9001には、プロセスアプローチの適用
に必要となる固有の要求事項が含まれて
います。
このプロセスアプローチは、品質方針及び
戦略的な方向性に従って、意図した結果を
達成するために、組織にプロセス及びその
相互関係を体系的に決定し、管理すること
を要求しています。
ISO9001: 2008（4.1項）に類似した要求
事項がありますが、DIS9001では、特に組
織に以下のことを明確にするよう要求して
います。

• これらのプロセスに対して必要なイン
プット、及びこれらのプロセスから期
待されるアウトプット

• プロセスの運用及び管理のいずれも
が効果的であることを確実にするため
に必要な、測定及び関連するパフォー
マンス指標

• これらのプロセスに関する責任及び権
限の割当て

• プロセスに関連するリスク及び機会
（DIS9001 6.1項参照）及びこれらへ
の適切な取り組みを計画し、実施す
ること

運用手順、作業手順、プロセスダイアグラ
ム等は、プロセスの運用をサポートするた
めに使用される文書化した情報の例にな
り得えますが、組織によって異なるアプロ
ーチとなるかもしれません（DIS9001 7.5
項参照）。 
 
5 項 – リーダーシップ
この条項は、現在のISO9001:2008の「5. 経
営者の責任」にある方針、組織の役割、責
任及び権限を越えた要求事項になっていま
す。単なるマネジメントというよりは、「リー
ダーシップ」が重視されています。トップマ
ネジメントは、組織の品質マネジメントシス
テムにおける直接的な関与を実証するよう
要求されており、管理責任者の要求事項が
削除されたことは、組織のマネジメントシス
テムの運用を一人の個人に集中させるもの
ではないことを意図しています。　

単なるマネジメントという
よりは、リーダーシップが
重視されています。
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5.1.1 項 －品質マネジメントシステムに関す
るリーダーシップ及びコミットメント
トップマネジメントは、組織が品質マネジメ
ントシステムの要求事項に適合することの
重要性を強化する責任を実証しなければな
りません。
さらに、品質マネジメントシステムが意図し
た結果を達成し、組織内で継続的改善をす
ることを確実にしなければなりません。
トップマネジメントが管理責任者に効果的
に品質マネジメントシステムの権限を委譲
している組織においても、DIS9001では、
品質マネジメントシステムにおいてより直接
的な関与を実証しなければなりません。
トップマネジメントは、管理責任者のような
他の人に権限を委譲できますが、いくつか
の要求事項は、トップマネジメント自身が取
り組まなければなりません。
トップマネジメントは、品質マネジメントシ
ステムに対する説明責任を負い、有効な品
質マネジメント及び品質マネジメントシステ
ムの要求事項への適合の重要性を強調し
なければなりません。また、品質マネジメン
トシステムの要求事項は組織の事業プロセ
スに統合され、組織全体の戦略の方向性
と運営している状況と整合していることを
確実にしなければなりません。
いくつかのトップマネジメントのリーダ
ーシップ及びコミットメントを目的とした
DIS9001の要素では、ある活動が取り扱
われ、実行されることを「確実にする」こ
とが要求されており、これは、これらのタス
クを他の人に権限移譲できることを表して
います。
しかし、トップマネジメントが活動について
「負う」「促進する」「伝達する」「雇用す
る」「支援する」といった要求事項がある場
合は、トップマネジメントが自ら対応を図っ
ていることが、目に見えるかたちで示され
なければなりません。

5.1.2 項 －顧客重視
DIS9001では、ISO9001: 2008 5.2項の要
求事項「顧客満足の向上を目指して、トップ
マネジメントは、顧客要求事項が決定され
満たされていることを確実にする」が強化
されています。
また、以下に対するリスク及び機会を特定
し、対応しなければならないということに
ついても、実証しなければなりません。
• 顧客要求事項及び適用される法令・

規制要求事項に適合する製品及びサ
ービスを供給するための組織の能力
に潜在的に影響を与え得る。

• 顧客満足に影響を与え得る。
さらに、トップマネジメントは、以下につい
て、製品及びサービスを一貫して提供する
ことを重視することが維持されていること

を実証しなければなりません。
• 顧客要求事項に適合している。
• 適用される法令・規制要求事項を満

たす。
• 顧客満足を向上させる。
顧客満足の向上を重視することを維持する
必要性に関する言及は、引き続き規定され
ています。
トップマネジメントは、DIS9001の要求事
項の実施を確実にすることにより、顧客重
視の観点でリーダーシップ及びコミットメン
トを実証することが要求されています。
この表現は、トップマネジメントが必ずしも
直接対応する必要がなく、それらを実施す
る責任は他の要員に委譲できることを示し
ています。

5.2 項 －品質方針
組織の品質方針に関わる要求事項は、おお
むねISO9001: 2008の内容と同様ですが、
新しい要素もいくつかあります。 DIS9001
は、組織の品質方針がその目的及び状況
に照らして適切であるかどうかを要求して
います。
これは、組織がその状況及び利害関係者
（DIS9001 4.1及び4.2）の関連要求事項
を決定した後、トップマネジメントがその情
報をふまえて、品質方針をレビューしなけ
ればならないことを意味しています。
品質方針そのものは、「文書化した情報」
として利用可能でなければならず、トップマ
ネジメントが策定に関与していることを実
証する必要があります。
また、組織の状況（戦略的な方向性を含
め）、利害関係者、又は利害関係者の要求
事項の変化を反映していることを確実にす
るために品質方針を継続的にレビューして
いることを示す必要があります。
他にも新しい要求事項があります。
品質方針は、組織の「利害関係者」が入手
可能でなければなりません。組織は、本要
求事項に関連し、内部及び外部の利害関
係者にどのように対応したかを実証する必
要があります。たとえば、ウェブサイト上で
品質方針を入手可能にするという方法があ
りますが、他の方法も考えられるかもしれ
ません。
 
5.3 項 －組織の役割、責任及び権限
この項は、ISO9001: 2008 5.5 項「責任、
権限及びコミュニケーション」の要素のいく
つかは網羅しているものの、重要な変更点
がいくつかあります。
責任及び権限を割当て、組織内に周知する
だけではなく、組織の中で理解されなけれ
ばならないという要求事項があります。し
たがって、品質マネジメントシステムの責任

及び権限を組織の要員に伝達するととも
に、要員が確実に理解する方法を持たなけ
ればなりません。
特に、トップマネジメントは、以下に関連
して、特定の責任及び権限を割当て、伝達
し、理解することを確実にしなければなり
ません。
• 品質マネジメントシステムがDIS9001

の要求事項に適合していることを確
実にする。

• プロセスが意図したアウトプットを引
き渡していることを確実にする。

• トップマネジメントに、品質マネジメン
トシステムに関するパフォーマンス、
改善の機会、変更及び／又は変革に関
し報告する。

6 項－品質マネジメントシス
テムに関する計画
品質マネジメントシステムの「計画」は、な
じみのある要求事項ですが、DIS9001で
は、組織の事業に統合されるよう計画する
ことがより重視されています。
組織は、品質マネジメントシステムを計画、
実施する際に、組織の状況と利害関係者
の両方を考慮に入れることが要求されて
います。

DIS 9001 では、組織の事
業に統合されるよう計画
することがより重視されて
います。
6.1 項 – リスク及び機会への取り組み
品質マネジメントシステムの運用及び成果
に影響を与える（プラスまたはマイナスに）
可能性があるリスク及び機会を特定するこ
とを求める新しい要求事項です。
組織の状況に関連した内外の課題及び利
害関係者の要求事項を決定し（DIS9001 
4.1及び4.2項）、組織はこの情報に基づき、
以下の対応をはかる必要のあるリスク及び
機会を決定することが要求されています。
• マネジメントシステムが意図した成果

を達成することを確実にする
• 望ましくない影響を防止又は低減する
• 継続的改善を達成する
これらを評価の上、組織は次の事項を実施
しなければなりません。
• 特定されたリスク及び機会への取り

組み
• その取り組みのマネジメントシステム

プロセスへの統合及び実施
• その取り組みの有効性の評価
組織が目的を達成する上で、品質マネジ
メントシステムのすべてのプロセスが同レ
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ベルのリスク又は機会をもつとは限りませ
ん。この理由により、DIS9001では、リスク
及び機会への取り組みは、「製品及びサー
ビスの適合への潜在的影響と釣り合いの
とれたものでなければならない」ことを要
求しています。
たとえば、プロセス、システム、製品及び／
又はサービスに関連する不備や不適合の
結果は、どの組織でも同様ではありませ
ん。したがって、品質マネジメントシステム
を構成するプロセス及び活動を含め、品質
マネジメントシステムをどのように計画し、
管理するかを決定する際に、関連したリス
ク及び機会の種類やレベルを考慮する必
要があります。
組織がリスク及び機会を決定しているこ
と、及びこれらの課題及び要求事項が変化
しているかどうかを継続的に確認している
客観的証拠が必要になります。また、とら
れた処置が有効か否かをその後にレビュー
していることを実証する必要があります。リ
スク及び機会は決定され、取り組まれてい
なければなりませんが、正式な文書化され
たリスクマネジメントプロセスは要求されて
いません。また、組織は最も適した評価の
方法を自由に選択できます。しかし、組織
は、品質マネジメントシステムの計画及び
実施に関連したリスク及び機会を決定する
ための計画された方法が整えられているこ
とを実証しなければなりません。

6.2 項 －品質目標及びそれを達成するため
の計画策定 

ISO9001:2008の5.4項の品質目標に関連
した要求事項は、DIS9001でも維持されて
います。
しかし、関連した部門及び階層で測定可
能な、組織の品質方針と一致した品質目標
の設定の必要性に加え、「関連したプロセ
ス」に対して確立し、「顧客満足の向上」に
関連していなければならないという要求事
項があります。
これらの要求事項への対応として、品質
目標が実際に価値を提供するものであ
り、単にDIS9001の最低限の要求事項
を満たすために確立されたものではな
いということを実証する必要がありま
す。ISO9001:2008の中で示唆されている
品質目標を達成 する ための計画に関する
要求事項は、DIS9001においてより明確で
詳細に規定されています。
組織は以下のことを決定しなければなり
ません。
• 品質目標及びそれを達成するための

計画策定
• 責任者
• 実施事項及び達成期限
• 結果の評価方法

組織は、何を、いつ、誰が、どのようにとい
った要素を計画に含めていることを実証す
る必要がありますが、組織は品質目標にか
かわる文書化した情報を保持する必要が
あるため、これらについて、文書化された様
式または他の方法で示すことになります。
組織はまた、品質目標に対する責任を持つ
人が、これらの目標を達成するための責任
と必要な資源の割当てを認識していること
を実証しなければなりません。

6.3 項 －変更の計画
DIS9001には、ISO9001: 2008の5.4.2(b)
にある、品質マネジメントシステムへの変
更が計画され、実施される場合は、組織の
品質マネジメントシステムの完全性が維持
されなければならないという重要な要求事
項が含まれていますが、さらなる要求事項
が追加されています。
組織の品質マネジメントシステムへのすべ
ての変更は、「計画的かつ体系的な方法で
行わなければならない」という一般的な要
求事項に加え、このプロセスは以下のこと
を考慮しなければなりません。
• 変更の理由、及びその変更によって起

こり得る結果
• 品質マネジメントシステムの完全性に

おける影響
• その変更を実施するために必要な資

源の利用可能性
• 変更によって引き起こされる関連する

責任及び権限の割当てや再割当て
DIS9001　4.4 項では、組織は、「プロセス
の運用を支援するために必要な程度の」文
書化した情報を維持・保持することを要求
しています。
そして、上述の事項を考慮に入れ、品質マ
ネジメントシステムの変更に関連した活動
は文書化を検討する必要があります。

組織は、品質マネジメントシステムを変更
する際に、これらを考慮したことを実証し
なければなりません。

7 項 －支援
組織の状況、コミットメント及び計画につい
て述べてきましたが、この条項は組織の目
的を達成するために必要な支援についての
要求事項を規定しています。

7.1 項 – 資源

7.1.1 項 －一般
ISO9001: 2008の6.1「資源の提供」で明
示されていますが、DIS9001では、資源の
実現能力を考慮もしくは評価しなければな
らないという要求事項があります。さらに、
品質マネジメントシステムの確立、実施、維
持及び継続的改善に必要な資源を決定す
る際に、内部及び外部の資源の必要性及び
能力を考慮しなければならないという要求
事項もあります。
これを実証するために文書化した証拠が
入手可能でなければならないという特定
の要求事項はありませんが、組織は内部及
び外部の資源についての必要性及び能力
を考慮していることを実証しなければなり
ません。

7.1.2 項 －人々
DIS9001では、法令・規制要求事項を満た
す必要があることを明確に言及しています
が、実質的には、ISO9001: 2008の6.1及
び6.2項と同様の要求事項です。

7.1.4 項 – プロセスの運用に関する環境
DIS9001では、製品及びサービスの適合を
確実にするために適した作業環境を決定す
るだけではなく、その作業環境を「提供し、
維持する」という要求事項がありますが、
主要な要素は、ISO9001: 2008の6.4「作
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業環境」と同様です。
注記には、プロセスの運用に必要な環境に
は、物理的、社会的、心理的、環境的要因、
及びその他の要因（たとえば、気温、湿度、
人間工学、清潔さ）を含めることができる、
ということが明確に記載されています。
組織は、プロセスを運用するために必要な
環境を決定するだけではなく、注記に列記
されている要素を考慮に入れながら、その
環境を提供していることを実証する必要が
あります。

維持しなければならない「組織の知識」の
種類は、組織のあらゆるところで多様化し
ています。たとえば、プロセスの運用に必
要な、組織内で力量を備えた人材が保有す
る知識も含めることになるでしょう。
また、その他にも設備に付帯の固有のソフ
トウェア、社内外の製品及びサービスに適
用される基準文書、技術マニュアル、知的
財産等もまた、含める必要があるかもしれ
ません。
組織で必要な知識の量やレベルは、組織
の活動、プロセス、環境によって異なります
が、組織が、そのプロセス及び活動を実施
するために保持する必要がある知識を特定
しているかが重要となります。

この知識は、維持し、いつでもどこでも必
要なときに利用可能でなければなりませ
ん。
どのように決定するかは組織次第です。ま
た、文書化した情報として維持しなければ
ならないという特定の要求事項もありま
せん。
さらに、その品質マネジメントシステムへの
変更及び運用活動を計画する際に、既存
の組織の知識がその変更に対処するのに
十分であるか、又は追加の知識を習得する
必要があるか否かを評価し、必要に応じて
対処することが要求されています。
 

7.2 項 – 力量
DIS9001では意図した結果を達成する
ための知識及び技能を適用する能力と
して、「力量」について定義されています
が、ISO9001: 2008の6.2項「人的資源」
と実質的には同様の要求事項が網羅され
ています。組織は、要員の力量の要求事項
を決定し、以下を実証しなければなりま
せん。
• 要員が力量に関する要求事項を満た

すことを確実にする
• 特定された力量を身につけることを確

実にするための処置をとる
組織はまた、必要とされる力量レベルに達
するための要員教育を有効なものとするた
め、力量を習得し、維持するためにとられ
た処置を実施後にレビューしていることを
実証する必要があります。
要求事項に追加された重要な事項は、 
DIS9001は組織の品質パフォーマンスに影
響を与える業務をその管理下で行う人（又
は人々）に適用されることです。

ORGANISATIONS 
NEED TO DETERMINE 
AND MAINTAIN THE 
KNOWLEDGE OBTAINED 
BY THE ORGANISATION 
(INCLUDING ITS 
PERSONNEL) TO 
ENSURE THAT IT CAN 
ACHIEVE CONFORMITY 
OF PRODUCTS AND 
SERVICES

これには、アウトソースされたプロセス及
び機能に従事する人々だけでなく、下請負
業者や派遣要員も含まれます（DIS 9001 
8.4.3 (c)にある外部提供者への力量に関す
る要求事項を伝達する必要性を参照してく
ださい）。
組織は、管理下にある要員に必要とされる
力量があることを実証するために、文書化
された情報を保持する必要があります。
これは、組織が単なる「教育、訓練、又は
経験」の適切な記録を維持しなければな 
という現在のISO9001: 2008の要求事項
とは異なります。

7.3 項 – 認識
DIS9001は、組織の管理下の要員に、品質
マネジメントシステムの要求事項に適合し
ないことがもたらす結果や品質目標を認識
させるという要求事項を導入しています。
これは、組織の要員が「自らの活動のも
つ意味及び重要性を認識し、品質目標の
達成に向けて自らがどのように貢献でき
るかを認識すること」を確実にするという
ISO9001:2008の要求事項とは若干異な
ります。
組織は、組織で働く内部及び外部の全員が
以下の事項に関して認識を持つことを実証
する必要があります。
• 組織の品質方針及び品質目標
• 品質パフォーマンスの向上によって得

られる便益を含む、品質マネジメント
システムの有効性に対する自らの貢献

• 品質マネジメントシステム要求事項に
適合しないことの意味 

7.4 項 – コミュニケーション
これは、ISO9001: 2008の5.5.3項「内部
コミュニケーション」と同様の要素が網羅
されていますが、DIS9001では、組織外の
要員とのコミュニケーションに関する要求
事項があります。
また、コミュニケーションプロセスに関する
要求事項がいくつかあり、組織は、以下の
事項を含む、内部及び外部のコミュニケー
ションを実施する必要性を特定したことを
実証しなければなりません。
• コミュニケーションの内容（何を伝達

するか）
• コミュニケーションの実施時期
• コミュニケーションの対象者
• コミュニケーションの方法
これらの要求事項は、現在のISO9001: 2008 

7.2.3項及びDIS9001 8.2.1項で取り扱われている
「顧客とのコミュニケーション」で言及されている
要求事項とは異なります。

7.1.3 項 －インフラストラクチャー
ISO9001: 2008の6.3項「インフラストラク
チャー」で同様の主要な要求事項が網羅さ
れていますが、DIS9001では、インフラスト
ラクチャーに次のものを含めることができ
ることが明記されています。
• 建物及び関連するユーティリティー
• 設備（ハードウェア及びソフトウェア

を含む
• 輸送システム
• 情報及び通信技術

このため、プロセスが実際に運用されてい
る環境を確認することになるでしょう。
また、プロセスによって要求される監視及
び管理の方法が変わりますが、組織は必要
な環境が維持されていることを確実にする
方法を整えていることを実証する必要があ
ります。

7.1.5 項 －監視用及び測定用の資源
ISO9001: 2008の7.6項と同様の要求事項
が網羅されていますが、単に機器というよ
りは、「資源」の監視及び測定がより重視
されています。
この状況では、資源には、たとえば人材、
教育、作業場所、作業環境等が含まれま
す。組織は、監視及び測定の機器だけでな
く、すべての監視及び測定の資源が目的に
適している客観的証拠として、文書化した
情報を保持する必要があります。

7.1.6 項 －組織の知識
製品及びサービスの適合を達成することを
確実にするために、組織（要員を含む）によ
って習得された知識を決定し、維持するこ
とに関して、組織のニーズに対応するという
新しい要求事項です。
主要な要求事項は、組織がプロセスを満足
に運用し、要求事項に適合する製品及びサ
ービスを提供するために必要な知識を確立
しなければならないということです。

内部及び外部の資源の
必要性及び能力を考慮
しなければなりません。

組織は、製品及びサービ
スの適合を達成するため
に、組織（要員を含め）が
習得する知識を決定し、
維持する必要があります。
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7.5 項 – 文書化した情報
ISO9001: 2008 で使用されている「文書」
及び「記録」という用語は、DIS9001では、
「文書化した情報」という用語に置き換え
られました。
「文書化した情報」は、それらを含む媒体
を含め、組織によって管理され、維持され
ることが要求される情報として定義づけら
れています。
ISO9001: 2008が現在、文書化された手順
（たとえば、プロセスを規定し、管理し、支
援すること）を参照している部分は、文書
化した情報を「維持する」ための要求事項
として表現されています。
ISO9001: 2008では、記録に言及している
部分は、文書化した情報を「保持する」た
めの要求事項として表現されています。
品質マネジメントシステムのための文書化
した情報の程度は、以下のような理由によ
り、組織によって異なります。
• 組織の規模、並びに活動、プロセス、

製品及びサービスの種類

• プロセス及びその相互作用の複雑さ

• 組織の人々の力量
それぞれの組織は、その品質マネジメント
システムを管理するために必要とされる文
書化した情報の程度を決定する必要があ
ります。
文書化した情報の作成及び更新に関わる
要求事項は、ISO9001: 2008 4.2項と実質
的には同様です。文書管理手順の要求事項
はなくなっていますが、文書化した情報自
体が管理されていることを実証する必要が
あります。
この管理には、適切な保護（機密性の喪
失、不適切な使用及び完全性の喪失からの
保護）を含むことが必要です。
文書化した情報へのアクセス管理は、特有
の要求事項です。「アクセス」とは、文書化
した情報の閲覧だけの許可に関する決定、
文書化した情報の閲覧及び変更の許可及
び権限に関する決定などを意味します。
組織は、文書化した情報が電子化されてい
る場合は、必要に応じて、適切なパスワー
ドもしくはアクセス管理の仕組みがあるこ
とを実証しなければなりません。
同様に、電子情報システムが故障もしくは
利用不可能となった場合に、文書化した情
報へのアクセスを可能とする仕組みがある
ことを実証する必要があります。

8 項 －運用
この条項は、運用の計画及び管理に関連し
た要求事項に加え、品質マネジメントシス
テムを実施する組織の主要な事業活動を取
り扱う項目です。

品質マネジメントシステム特有の要求事項
が記載されているセクションです。

8.1 項 – 運用の計画及び管理
これらの要求事項は、ISO9001: 2008 7.1
項「製品実現の計画」の要求事項に類似
していますが、プロセスの管理を非常に重
視しています。DIS9001では、「プロセスに
関する基準」の設定及び「その基準に従っ
た」管理を実施するための要求事項が導入
されています。
プロセスを管理することを重視し、組織
は、以下を含め、適切なプロセスを計画し、
実施していることを実証しなければなりま
せん。
• インプット、アウトプット、資源、管理、

基準、プロセス測定の指標など
• 特定されたリスク及び機会に対応する

ために必要な取り組み（DIS9001 6.1
項参照）

組織は、プロセスの管理に関する基準を
特定し、これらの管理を計画通り実施して
いることを実証しなければならないでしょ
う。
これらのプロセスには、製品及びサービス
要求事項への適合を満たすためのものだ
けではなく、特定されたリスク及び機会へ
の取り組みに対する活動に必要となるもの
もあります。
組織はまた、プロセス（及びプロセス管理）
に対する計画された変更だけでなく、意
図しない、計画していない変更（DIS9001 
8.5.6項参照）に対しても管理することが
要求されています。意図しない変更が実施
された場合は、組織は実際の、又は起こり
得る悪影響を特定し、それらを軽減する取
り組みを行うことを実証しなければなりま
せん。
組織は、プロセスが計画通りに実施されて
いること、及び製品及びサービスが要求事
項に適合していることを実証するために必
要な程度の文書化した情報を保持するこ
とが要求されています。これには、計画さ
れていない変更、有害な影響、及びそれら
に対してとられた取り組みの情報も含まれ
ます。

8.2 項 – 製品及びサービスに関する要求事
項の決定

8.2.1 項– 顧客とのコミュニケーション
DIS9001の要求事項は、ISO9001: 2008 
7.2項「顧客関連のプロセス」と類似してい
ます。しかし、組織は、顧客に提供する製
品及びサービスに対する要求事項を決定
するためのプロセスが整っていることを実
証しなければならないという要求事項があ
ります。

該当する場合は、これらのプロセスが、以
下の事項と関連した顧客とのコミュニケー
ションを含まなければならないという要求
事項もあります。
• 顧客の所有物の取り扱い又は処理
• 緊急時対応に関する特定の要求事項
さらに、組織はまた、苦情を含めた、顧客
の視点及び受け止め方の情報を得るプロセ
スを整備しなければなりません。これは、
単に「顧客からのフィードバック」を得ると
いう現在のISO9001: 2008の要求事項と
は異なるものです。
これらのプロセスは文書化される必要はあ
りませんが、組織は顧客とのコミュニケー
ションを図るための管理された方法が整備
されていること、これらのプロセスが体系
的及び一貫して実施されることを実証する
必要があります。

8.2.2 項 – 製品及びサービスに関連する
要求事項の決定
DIS9001では、組織が、潜在顧客に提供す
る製品及びサービスに関する要求事項を
決定するためのプロセスを実証することが
要求されています。さらに、組織が提供す
る製品及びサービスについて組織が表明し
た内容を実現できるようにしなければなら
ないという要求事項もあります。
顧客要求事項を決定するためのプロセス
は、文書化する必要はありませんが、組織
はそれを実施するための管理方法が整備
されていることを実証しなければなりま
せん。
同様に、組織は製品及びサービスについて
組織が表明した内容が実現されていること
を示さなければなりません。
これには、顧客との直接的なコミュニケー
ション、製品の技術情報、マーケティング
資料等での表明も含まれる可能性があり
ます。

8.2.3 項 – 製品及びサービスに関連する要求
事項のレビュー
この条項には、ISO9001: 2008 7.2.1項及
び7.2.2項と同等の要求事項が含まれてい
ます。
DIS9001 8.2.3項の注記の中に、「要求事
項」には関連する利害関係者(DIS9001 
4.2項を参照)からの要求事項も含めること
ができることが明確になりました。
組織は、製品及びサービスに関する新た
な要求事項又は変更された要求事項を含
め、このレビューの結果を説明した、文書
化した情報を保持することが要求されて
います。



12

8.3 項 － 製品及びサービスの設計・開発 

8.3.1 項 －一般 
DIS9001では、「設計及び開発」が要求さ
れる状況が明確になっています。
• 組織の製品及びサービスの詳細の要

求事項が確立されていない場合
• それらが、顧客又はその他の利害関係

者によって明確にされていない場合
そのような状況においては、組織は設計及
び開発のプロセスを確立しなければなり
ません。
しかし、設計及び開発のプロセスは文書化
する必要はなく、組織は要求事項を確立・
特定するための管理方法が整備されてい
ることを実証しなければなりません。

8.3.2 項 －設計・開発の計画
DIS9001では、設計・開発の必要な段階及
び管理を決定する際に、組織が以下のよう
な事項を考慮することを要求しています。
• 設計・開発活動の性質、期間及び複

雑さ
• 設計・開発プロセスへの顧客及びユー

ザーグループの関与の必要性
全体的に、DIS9001の要求事項は、 
ISO9001: 2008 7.3.1項で規定されている
内容よりも詳細に規定されており、組織は
8.3.2項に示されているすべての課題を考
慮に入れていることを実証する必要があり
ます。
これには、設計・開発の要求事項が満たさ
れていることを確認するために組織が必要
と判断した文書化した情報の保持が含まれ
ています。

8.3.3 項 －設計・開発へのインプット
ISO9001: 2008の設計へのインプットの
一般要求事項から本質的な変更はありま
せんが、設計へのインプットとして「以前の
類似した設計から得られた情報」を含めな
ければならないという要求事項はなくなり
ました。
しかし、DIS9001では、組織は以下の設計
へのインプットも含めることが要求されて
います。
• 製品及びサービスの設計・開発に必

要な内部資源及び外部資源
• 製品及びサービスの性質によって起こ

り得る故障の影響
要求された設計・開発のインプットが文書
化されていなければならないという要求事
項はありませんが、組織は、8.3.3項で要求
されているすべてのインプットが、設計・開
発のプロセスにおいて決定されていること
を実証しなければなりません。

同様に、組織はまた、必要なインプットを
特定する管理方法を整備していることを実
証しなければなりません。

8.3.4 項 －設計・開発の管理
この条項はISO9001: 2008 7.3.4～7.3.6項
の要求事項、設計・開発のレビュー、検証、
妥当性確認を合わせたものです。要求事項
に重要な変更はありませんが、ISO9001: 
2008にある、実行可能な場合には、製品・
サービスの引き渡し又は提供の前に、妥当
性確認を完了しなければならないという要
求事項は削除されています。
DIS9001では、設計・開発のレビューに参
加すべき人についての特定の要求事項はあ
りません（ISO9001: 2008 7.3.4「レビュー
の対象となっている設計・開発段階に関連
する部門を代表する者が含まれていなけれ
ばならない」）。

8.3.5 項 – 設計・開発からのアウトプット 

DIS9001の要求事項は、ISO9001: 2008 
7.3.3項と本質的には同様ですが、アウトプ
ットには、監視及び測定の要求事項を含む
か、又は参照していなければならないとい
う要求事項があります。
組織は、設計・開発プロセスの結果として
生じた、文書化した情報を保持しなければ
なりません。

8.3.6 項 －設計・開発の変更
DIS9001の要求事項は、おおむね
ISO9001: 2008と同様ですが、検証さ
れなければならない設計・開発の変更
（ISO9001: 2008 7.3.7項「変更を実施す
る前に承認しなければならない」）につい
ての言及はなくなりました。
組織は、設計・開発の変更に関する文書化
した情報を保持しなければなりません。

8.4 項 – 外部から提供される製品及びサ
ービスの管理 

8.4.1 項 －一般
外部から提供される製品及びサービスの管
理は、供給者からの購買の場合、関連会社
との契約による場合、組織のプロセス及び
機能をアウトソースする場合、その他の手段
による場合などの別を問わず、外部からの
提供のあらゆる形態を網羅しています。
DIS9001では、外部提供者のパフォーマン
スを監視するための基準を定め、外部提供
者の評価、パフォーマンスの監視及び再評
価の結果の文書化した情報を保持するこ
とが要求されています。
したがって、組織は、以下について実証しな
ければなりません。

• 外部提供者の評価、選択、パフォーマ
ンスの監視、再評価に関する基準を
確立する。

• この評価、監視、再評価の結果に関す
る文書化した情報を保持する。

8.4.2 項 －外部からの提供の管理の方式
及び程度
ISO9001: 2008 7.4.3項の要求事項「購買
製品が規定した購買要求事項を満たしてい
ること」を検証するための検査活動が整備
されていることは、DIS9001では、「顧客に
対して一貫して適合製品及びサービスを引
き渡す組織の能力に悪影響を与えないこ
と」と変更になっています。
外部提供者及び外部提供者から供給され
る製品及びサービスに適用されるべき管
理を明確にするためのプロセスの一部とし
て、組織は以下のことを考慮に入れるよう
要求されています。
• 外部から提供されるプロセス、製品及

びサービスが、顧客要求事項及び適
用される法令・規制要求事項を一貫
して満たす組織の能力に与える潜在
的な影響

• 外部提供者によって適用される管理
の、認識された有効性

これは、組織が、プロセス、製品及びサービ
スの外部提供者に適用するための管理の
方式及び程度を決定する際に、リスクを基
礎としたアプローチを採用することが要求
されていることを意味しています。
これについての文書化要求はありません
が、外部提供者の評価、監視、再評価の結
果を文書化しなければならず（上述8.4.1を
参照）、組織は、要求されているリスクをベ
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ースとしたアプローチを採用しているかど
うかを実証することが求められます。

8.4.3 項 －外部提供者に対する情報
DIS9001の要求事項は、ISO9001: 2008 
7.4.2項の要求事項と非常に類似していま
すが、組織は外部提供者に以下についての
情報を提供することが要求されています。
• 組織の品質マネジメントシステムにど

のように影響するか
• 外部提供者のパフォーマンスが、組

織によってどのように監視・管理され
るか

また、組織が外部提供者に対し、要員の
「力量」に適用される要求事項を伝達す
ることを求めています。これは、ISO9001: 
2008 7.4.2b)項の「要員の適格性確認に
関する要求事項」を含めなければならない
としている要求事項を超えた内容となって
います。

8.5 項 － 製造及びサービス提供

8.5 項 – 製造及びサービス提供の管理
DIS9001での要求事項は、実質的には
ISO9001: 2008 7.5.1項及び7.5.2項の要求
事項の組み合わせとなっていますが、組織
は以下に関連した管理が行われていること
を実証しなければなりません。
• 製品・サービス・プロセスの文書化し

た情報が利用できる
• 明確にされたプロセス基準
• 要員の力量
• インフラストラクチャー、環境及び資

源の適切性
主な追加点としては、DIS9001では、組織
が以下を規定した文書化した情報の維持
を明確に求めています。 

• 実施すべきプロセス及び／又は活動
• 特定の段階で実施されることが要求

されている監視及び測定
• 達成すべき結果

8.5.2項 －識別及びトレーサビリティ
この要求事項も、ISO9001: 2008 7.5.3項
と非常に類似していますが、DIS9001で
は、製品よりも「プロセスからのアウトプッ
ト」が強調されています。
「プロセスからのアウトプット」は、組織の
顧客又は内部の顧客（次のプロセスへのイ
ンプットの受領者など）への引き渡しを準
備する活動の結果です。これには、製品、サ
ービス、中間部品、コンポーネントなどを含
めることができます。

8.5.3 項 －顧客又は外部提供者の所有物
これらの要求事項は、ISO9001: 2008 
7.5.4項とおおむね同様ですが、組織が使
用している外部提供者の所有物も対象とな
っています。
DIS9001の注記で明確になっているよう
に、顧客所有物の定義は、材料、コンポー
ネント、ツール、設備、顧客の構内、知的財
産、個人情報を含めることができるよう、
拡大されました。

8.5.4 項 －保存
これらの要求事項も、ISO9001: 2008 
7.5.5項とほぼ同様ですが、ここでも製品よ
りも「プロセスからのアウトプット」が強調
されています。
DIS9001の注記では、「保存」には、識別、
取扱い、包装、保管、伝送又は輸送、及び
保護を含めることができることが記載され
ています。
組織が、製品又はサービスの一部としてデ
ータ又は他の情報を作成もしくは電子デ
ータとして配布する場合には「伝送」を考
慮する必要があります。このような場合に
は、組織は、情報漏えいや流出のリスクを
特定し、それらを考慮したデータを保護す
る仕組みをもつことを実証しなければなり
ません。　

8.5.5 項 －引き渡し後の活動
これは、引渡し後の活動は、ISO9001: 
2008 7.5.1.f)項「管理された状態」で実行
しなければならないという要求事項が拡大
された新しい条項です。
どのような引渡し後の活動が要求されるの
かを決定する際に、組織は、次の事項を考
慮しなければなりません。
• 製品及びサービスに関連するリスク
• 製品及びサービスの性質、用途、及び

意図したライフタイム
• 顧客からのフィードバック
• 法令・規制要求事項
DIS9001の注記では、「引渡し後の活動」
には、保証条項、メンテナンスサービスのよ
うな契約義務、及びリサイクル又は最終廃
棄のような補助的サービスの下での活動を
含めることができると示されています。
組織は、引渡し後の活動に関する要求事項
を決定する際には、必要に応じて、8.5.5項
の上記項目を考慮したことを実証する必要
があります。
製品及びサービスに関連して潜在的に高
いリスクがある場合（たとえば、重要保安
部品など）や、製品寿命が長い場合は、こ
のプロセスに特別な注意を払う必要があ
ります。

8.5.6 項 －変更の管理
DIS9001には、ISO9001: 2008 7.5.1項及
び7.5.2項で示唆されていた要求事項が含
まれています。
組織は、計画していないプロセスの変更が
行われた場合、製品及びサービスが規定要
求事項に適合していることを確実にするた
めに、これらの変更をレビューし、管理して
いることを実証しなければなりません。
計画していない変更が行われた場合には、
組織は以下の文書化した情報を保持しな
ければなりません。
• 変更のレビューの結果
• 変更を正式に許可した人
• 必要な処置

8.6 項 －製品及びサービスのリリース
用語の変更以外は、ISO9001: 2008 7.4.3
項及び8.2.4項と同様の要求事項です。

8.7 項 －不適合なプロセスアウトプット、
製品及びサービスの管理
要求事項は、ISO9001: 2008 8.3項とおお
むね同様ですが、ここでも「プロセスアウト
プット」が重視されています。不適合が特定
された際に組織がとるべき処置の選択肢
が、より詳細になっています。さらに、不適
合の処理について決定を下した人又は権
限を持つ者を特定しなければなりません。
手順についての要求事項はなくなりました
が、不適合を処理するためにとられた処置
についての文書化した情報は保持しなけれ
ばなりません。

9 項 －パフォーマンス評価 
9.1 項 －監視、測定、分析及び評価 

9.1.1 項 －一般 
ISO9001: 2008 8.1項にある要求事項「必
要となる監視、測定、分析及び改善のプロ
セスを計画し、実施しなければならない」
は、「組織は、何をどのようにいつ監視、測
定しなければならないかを計画しなければ
ならない」という要求事項と置き換えられ
ました。
• 必要とされる監視及び測定の対象
• 該当する場合には、必ず、妥当な結果

を確実にするための、監視、測定、分
析及び評価の方法

• 監視及び測定の実施時期
• 監視及び測定の結果の、分析及び評

価の時期
組織は、監視及び測定の活動結果の証拠と
して、文書化した情報を保持することも要
求されています。
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9.1.2項 －顧客満足
DIS9001は、組織並びに製品及びサービス
についての顧客の考え方についての積極的
な情報収集を要求しています。
この情報を文書化しなければならないとい
う特定の要求事項はありませんが、組織が
製品及びサービスのみならず、組織自体に
ついての顧客の受け止め方の情報を積極的
に追及していることを実証しなければなり
ません。また、この情報の入手及び使用の
方法を示さなければなりません。
DIS9001の注記では、顧客の考え方に関す
る情報には、顧客満足度調査又は意見調
査、引き渡された製品又はサービスの品質
に関する顧客からのデータ、市場シェア分
析、顧客からの賛辞、補償請求などを含め
ることができると明記されています。

9.1.3 項 －分析及び評価
DIS9001の要求事項は、ISO9001: 2008 
8.4項にある要求事項と類似していますが、
データの分析及び評価の方法に関連した
要求事項が規定されました。
組織はデータ（監視、測定、及びその他の
情報源）の分析だけではなく、「評価」を実
証する必要があり、データ分析結果をどの
ように認識したかについての証拠が必要に
なります。
この分析及び評価は文書化が要求されて
いませんが、分析及び評価の結果はマネジ
メントレビューへのインプットを提供するた
めに使用されなければなりません。
したがって、組織が評価及び分析した証拠
は、これらのレビュー（DIS9001 9.3項参
照）に関連して保持される文書化した情報
にて示されることもあります。

9.2 項 －内部監査
要求事項は、ISO9001: 2008から大きな変
更はありませんが、DIS9001では、組織が
監査プログラムを計画する際に、以下のこ
とを考慮することを実証するよう、要求さ
れています。
• 品質目標
• 顧客からのフィードバック
• 組織に影響を及ぼす変更

さらに、監査結果を組織内の関連する管理
層に報告しなければならないという要求事
項があります。これについては、マネジメン
トレビューのインプットにも同様の要求事
項があります。
文書化された手順は、要求されなくなりま
したが、監査プログラムの実施及び監査結
果の証拠として、文書化した情報を保持し
なければなりません。

9.1.2 項 －マネジメントレビュー
ISO9001: 2008 5.6項にあるマネジメント
レビュープロセスの主要な要求事項はその
まま存在していますが、以下を含むマネジ
メントレビューへの「インプット」も実証し
なければなりません。
• 戦略的な方向性を含めた、品質マネジ

メントシステムに関連する外部及び内
部の課題の変化

• 外部提供者に関する課題
• 利害関係者に関する課題
• 品質マネジメントシステムのための資

源の妥当性
• リスク及び機会に取り組むためにとっ

た処置の有効性
組織の状況、リスク及び機会への取り組み
に関する新しいDIS9001の要求事項は、マ
ネジメントレビューへのインプットの追加
事項に反映されています。組織は、より広く
捉えられることとなった組織の課題がレビ
ュープロセスに統合されることを実証する
必要があります。
現在のISO9001: 2008のインプット要求事
項の限定された考慮事項では十分ではな
く、全体的な品質マネジメントシステムのパ
フォーマンスがどのように戦略的な方向性
及び組織の事業環境に関連しているかを取
り扱うことを実証する必要があります。
組織は、マネジメントレビューの結果の証拠
として、文書化した情報を保持することが
要求されています。

10 項 －改善

10.1 項 －一般
これは、新しいセクションで、顧客要求事
項を満たし、顧客満足を向上させるため
に、品質マネジメントシステムの結果、並び
にプロセス、製品及びサービスを改善させ
るための一般的に求められる内容を規定し
ています。
組織は、品質マネジメントシステムのパフォ
ーマンス並びにプロセス、製品及びサービ
スを改善する機会を積極的に模索している
ことを実証しなければなりません。

10.2 項 －不適合及び是正処置
「予防処置」についての言及はなくなりま
したが、これらの要求事項は、ISO9001: 
2008 8.5項にある要求事項と類似してい
ます。
しかし、DIS9001には、不適合が起こった 
「結果」に対応するための追加要求事項が
ありますが、組織が目的を達成する上で、
品質マネジメントシステムのすべてのプロセ
スが同レベルのリスク又は機会をもつとは
限らず、プロセス、システム、製品及び／又
はサービスに関連する不備や不適合の結
果は、どの組織でも同様ではありません。
不適合の結果（コンポーネントプロセス及
び活動を含む）にどのように対処するかを
決定する際、組織は関連するリスクの種類
とレベルを考慮していることを実証する必
要があります。
また、特定された不適合が、潜在的な可能
性を含め、組織のプロセス、製品、サービス
及び／又はシステム内のいずれかに存在し
ているか否かを決定するための新たな要求
事項があります。これは、予防処置として以
前含まれていた内容を網羅しています。
DIS9001の注記では、場合によって、不適
合の原因を除去することが不可能なことが
あること、とられた是正処置は再発の可能
性を許容できるレベルまで軽減することが
できることが明記されています。
文書化された手順は要求されていません
が、組織は不適合の性質及びとった処置、
並びに是正処置の結果について文書化し
た情報を保持することが要求されていま
す。

10.3 項 －継続的改善
DIS9001の要求事項は、おおむね
ISO9001: 2008(4.1項及び8.5.1項)と同様
ですが、組織はまた、期待した成果が出て
いない分野及び改善の機会を特定するた
めに、分析、評価、及びマネジメントレビュ
ーからのアウトプットを使用することを実証
することが要求されています。
さらにもうひとつ、新たな要求事項として、
組織は、成果が十分に出ていない原因を調
査し、継続的改善を支援するためのツール
及び方法を決定しなければならないという
要求事項があります。

組織は、顧客がどのよう
に組織並びにその製品
及びサービスを考えてい
るかということに関連し
た情報を積極的に収集し
なければなりません。
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V. 結論
本書の最初でも述べましたが、現在の改正
プロセスはDIS9001の段階です。
今後、品質マネジメントシステムの改版
(FDIS)が発行された後、最終版(IS)が発行
されることになります。
本書で概説した要求事項のすべてが最終
版で採用されるとは限りませんが、導入さ
れるであろう重要な変更点を本文で述べ
ていますので、組織は、当該変更が組織及
び品質マネジメントシステムにどのような
影響を与えるかを考慮することが望まれ
ます。
しかし、既存のマニュアル及び手順書を一
掃しなければならないということではあり
ません。組織の既存の運用手順書、作業手
順書、フローチャート、プロセスマップ等は
すべて文書化した情報の例であり、現行の
品質マニュアルや文書化された手順を廃止
する必要はありません。組織の考えで、これ
らを維持することができます。
同様に、DIS9001の構造に合わせるため
に、既存のマニュアル又は手順書の構成や
項目名、また、条項番号を見直す必要はあ
りません。
多くの場合、数年にわたり品質マネジメント
システムを運用してきた組織は、経験によ
って築き上げられた既存の文書やプロセス
の管理に慣れており、それらが効果的であ
れば、それを排除したり、差し替えたりする
必要はありません。
すべての組織にとって重要なことは、改正
版のすべての要求事項に適合することで
す。すべての要求事項に適合しているので
あれば、品質マネジメントシステムの構成
や文書類のあり方は適合とは無関係です。
個々の組織への影響は、現行の品質マネジ
メントシステムがDIS9001の要求事項を満
たしている程度によって異なります。このた
め、DIS段階において、各組織は改正され
た要求事項に適合する上で、取り組む必要
がある事項を洗い出し、対応を計画するこ
とが推奨されます。
品質マネジメントシステムの要求事項への
対応を検討するとともに、この評価には、

組織の要員に要求される教育訓練又は再
教育の程度を考慮する必要があります。
組織はまた、既存の品質マネジメントシス
テムが、必要とされる文書化した情報を網
羅しているかを検討する必要があります。
システムの見直しを模索している組織にと
っては、附属書SLから採用され、DIS9001

に導入されている以下のような組織に関
わる主要な要素から検討するとよいでし
ょう。
• 組織の状況
• 利害関係者
• 組織の品質マネジメントシステムに関

連したリスク及び機会
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VII. 改正に向けて、SGSがご提供するソリューション
世界最大級の認証機関・教育訓練機関とし
て、SGSでは、移行に関わる様々なソリュー
ションをご提供しています。

附属書SL研修
新しい枠組みとして、上位構造を理解し、
他のマネジメントシステムとの統合がいか
に効果的になるかを理解するためのコー
スです。

ISO/DIS9001: 2015研修
改正版で提案されている変更点をご紹介
し、既存システムにどのような影響がある
のかを理解していただくコースです。

リスクを基礎とした考え方の研修
このコースは、リスク及び機会の特定をサ
ポートする原則や、それらに対応するため
に必要な様々な技術・方法を網羅してい
ます。

リーダーシップの開発
品質、環境、労働安全衛生の役割を担う上
で必要とされるリーダーシップのスキルを
習得できるようなワークショップが含まれ
ています。

ギャップ分析
スムーズな移行をサポートするため、改正
版とのギャップ分析を実施します。
既存の仕組みとDIS9001の要求事項との
ギャップを特定するもので、移行に向けて
実施すべき事項が明確になります。

VI. 改正スケジュール
DIS9001は2014年5月に発行され、利害関係者よりISO委員会(ISO/TC 176/SC 2/WG 24)
に対してコメントが提示されました。これらのコメントは、委員会にてレビューされ、改正
版の可否について投票が行われます。このプロセスを経て、最終国際案(FDIS)が策定され
ます。現在予測されているスケジュールは以下の通りです。DIS9001は2014年5月に発行
され、ISO委員会に対する内容に関するコメントが募集されました(ISO/TC 176/SC 2/WG 
24)。
これらのコメントは、委員会によってレビューされ、受け入れるか拒否するかについての投
票が行われます。
このプロセスの結果は、最終国際案(FDIS)のベースとなります。

ISO9001: 2015が発行されたら、 
ISO9001: 2008の認証を取得している組
織は、3年間で新しい版に移行しなければ
なりません。
この3年間の期間は、2018年9月末と予想
されています。

2014年5月 
DIS9001発行

2015年7月 
FDIS9001発行予定

2015年9月 
ISO9001改正版発行予定

 

2015 2016 2017 20182014

移行期間（2018年9月末までの予定）

各種トレーニングに関するお問い合わせは、JPSSC.TRS@SGS.COMまでお気軽にお問い合わせください。

mailto:jpssc.trs%40sgs.com?subject=
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