
CLIENT INFORMATION NOTE 

はじめに 

今日の企業はグローバルな規模で、かつ複数の拠点でビジ

ネスを展開しており、ここ数年、従来の現場での審査方法

の有効性に疑念を抱かせる理由、ニーズ、機能が増大して

います。

LRQA は、審査員によって提供される実用性そして洞察に

よって、常に顧客から高く評価されてきましたが、デジタ

ル化した世界において、こうした価値を維持することが課

題となっています。しかし情報通信技術（ICT）は一段と

高度化しており、ICT を活用することで、審査の有効性と

効率を最適化し、審査プロセスの整合性を維持することが

可能になりました。

リモート審査とは

簡潔に言うと、LRQA によるマネジメントシステムのリモ

ート審査とは、審査手法の一部として ICT を利用すること

です。 

次のような状況では、リモート審査が利用できます。 

• 不適合への対応のための是正処置ならびに再発防止策の

遠隔フォローアップ。文書類は、クライアントポータルを

通じて共有可能であり、音声接続（Skype、電話な

ど）を用いたインタビューと組み合わせて、チームリーダ

ーが文書をレビューすることができます。 

• 計画された審査の一部をリモートで行うことができま

す。たとえば、文書化された証拠に基づいて電話会議ツー

ルを使用して、主要な文書のレビューやインタビューを審

査できます。

• 文書類や記録の検証、ならびに被審査者のインタビュ

ー、さらにストリーミングビデオやオーディオ映像を用い

た施設やプロセスの審査によって、離れた拠点での活動を

リモ ートで審査することが可能です。

リモート審査は、状況やお客様の希望に応じて、お客様の

メインの拠点から組織内の他の拠点に向けて行っていただ

くこともできますし、あるいは審査員が遠隔方式で、例え

ば本人の自宅から、あるいは LRQA のオフィスから、離れ

た拠点の審査を実施することも可能です。

リモート審査の原則

リモート審査の特徴：

• お客様のマネジメントシステムに対する、従来と変わら

ぬ日数の審査を円滑化します。
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• オンサイト審査に使用するリソースとほぼ同じ量のリソ

ースで、LRQA がより多くの場所と機能を視察し、審査す

ることを許可します。 

• 従来の審査手法に完全に取って代わるものではなく、補

完として行うべき手法です。 

• 必須ではありません。 

• リスクレビューに基づきます（これは、すべてのリモー

ト審査事象で、必要に応じて認定機関にレビュー証拠を提

供するために必要です）。 

• 以前に現場で費やされていた審査の時間の一部が 遠隔

作業になった場合も、通常は、以前と同等の審査時間を要

します。 

• オンサイト日と連続して実施する必要があります（リモ

ート日とオンサイト日の間のギャップは許容されますが、

最小限に抑える必要があります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモート審査を用いるケース 

リモート審査の利用はIAFルールに基づき許可

されるものであり、場合によっては審査スキー

ムのオーナーが許可を出します。ただしその適

用は管理対象となっており、あらゆる状況で利

用できるものではありません。現在、食品関連

のマネジメントシステム基準への適用は、スキ

ームのオーナーによって許可されていません。 

注意：国内および国際的な緊急事態の際には、

各スキームのオーナーがそれ以上の緩和を行う

場合があります。詳細については、lrqa.com 

でご確認ください。 

以下の表は、適用に関する現在のルールを示し

ています。 

規格 リモート審査 備考 

ISO 9001 可能 制限なし（IAF MD41 に準拠） 

 ISO 14001 

ISO 50001 

ISO/ISE 27001 

ISO 22301 

ISO/ISE 20000-1 

ISO 13485 可能 制限なし（IAF MD4に準拠）。 

 

MDSAP と組み合わせて提供される場合、制限が適用されることがありま

す。 

ISO 45001 / 

OHSAS 18001 

可能 現在のパンデミックの期間中、これらの規格に対するリモート審査の適用に

制限はありません。 

状況が通常に戻り次第、元の制限が適用されます。 

AS9100 シリーズ 可能 2020 年の定期審査についてのみ、MD4 に準拠したリモート審査が使用で

き、30%の制限が課されたスキームは停止されました。 

IATF 16949 

IRIS 

不可  

 
1 IAF 必須文書（MD）は次の URL からダウンロードできます。  

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38 

https://www.iaf.nu/articles/Mandatory_Documents_/38
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リモート審査を利用するメリット 

 

リモート審査を使用すると、いくつかの利点が得られま

す。 

 

・ お客様と審査員両方の移動の必要性を減らし、関連する

コストや安全上のリスクに影響を与えると同時に、移動に

伴う遅れや制限を回避。 

・ 世界の複数の現場での活動を短時間で検証することがで

き、会うことが難しい顧客側スタッフの参加を許可するこ

とができます。 

・ 審査員が活動を準備および集中できるように支援するこ

とにより、審査の効率を高め、認定マネジメントシステム

の改善においてより良いサポートを提供することができま

す。 

 

適用及びリスクレビュー 

LRQAは、適用ごとに審査の有効性に影響を及ぼしうるリ

スクと機会を特定して文書化することにしています。これ

には、技術の選択、技術の管理方法、ならびに提案される

ICTの利用を支える必要インフラをお客様とLRQAが備え

るようにするための方法が含まれます。 

 

審査計画では、どのようなICTを活用し、どの程度ICTを用

いるかを明確にする必要があります。 

以下の場合は、リモート審査の利用を検討することができ

ます。 

 

・ お客様の恒久的拠点またはその他の特定の拠点への移動

が合理的ではない場合（安全上の理由、移動の制限などに

よる）。 

・ 審査員またはお客様のスケジュールに不可避な変更があ

った場合（個人的な問題、ビジネスの優先順位の変更な

ど）。 

・ 審査対象となる現場の数が多く、LRQAが定められた 
期間内に審査を行うことが困難である場合。 

 

・お客様が、マネジメントシステムを体系的に実践してお

り、作業の実施場所に関わりなく、記録やデータなどがど

の拠点からもレビュー可能である場合。 

• リモート審査の対象として提案されるお客様の拠点にお

いて、適合性についてすでに実績がある場合。 

• オンサイトでの審査で予定していたアクティビティを完

了できず、リモート審査が最適な代替ソリューションとな

る場合。 

• 短い期間内に審査チームがフォローアップ審査を実行す

る必要がある状況の場合。 

 

以下の場合は、リモート審査の利用は適切でない可能性が

あります。 

 

・審査対象のお客様の拠点において、以前の不適合の履歴

がある場合。 

・新しい顧客施設の初回審査活動中、新たな適用範囲、ま

たは大幅な変更。 

・オンサイト審査が長期間行われていない場合。 

 

注意：上記の状況のいずれについても、LRQAがそれぞれ
の利点に基づき検討を行います。 
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リモート審査の計画 

リモート審査を開始する前に、次の項目を定義することが

重要です。 

 

・ 審査中に利用できる事前定義済みの記録と文書類を伴

う、計画されるリモート審査のためのプログラム。 

・ 提案される審査範囲、ならびにリモートに関連する活

動、領域、プロセス、情報および要員。 

・ リモート審査を実施するための時間と期間。 

・ リモートで共有できない情報のレビュー方法 

 

お客様には、LRQAに次の情報を提供していただく必要が

あります。 

 
・お客様を代表して審査の準備の円滑化や管理や調整を行

う、指定された担当者。必要に応じて、通訳者も含めるよ

うにしてください。 

・該当するファイル、プロジェクト、レポート、記録な

ど。 

・審査対象となるプロセス（1つ以上）についてのお客様

の手順および各種文書。場合によっては、リモート審査の

前にレビューできるよう、プロジェクトレポートファイル

などの一部の情報を審査員に送っていただく必要がありま

す。 

 

その他の必須かつ必要と認められる証拠。技術計画には、

次の項目を含める必要があります。 

 
・LRQAとお客様との間で取り決める、審査をホストする

プラットフォーム（Go-To-Meeting、WebEx、

Skype/Teamsなど）の決定と合意。 

・審査員へのセキュリティまたはプロファイルアクセス権

（あるいはその両方）の付与。 

・イベントの物理的評価を行うことが望ましい場合や必要 
な場合のWebカメラやカメラなどの使用。 

• 審査員とお客様との間での技術的な機能性や適合性が計

画通りであるかどうかを確認するため、合意されたメディ

アプラットフォームを、審査の前にテストすることが重要

です。 

 

リモート審査の実施 

お客様にお願いするサポート 

 
・お客様のマネジメントシステムのオーナーが、予定され

るリモート期間中に、ディスカッション、説明、サポー

ト、および追加情報の提供に対応できるようにしていただ

く必要があります。 

・適切なトップマネジメントに、事前の計画に則り行われ

るインタビューを受けていただく必要があります。 

・リモート審査の開始前または開始時に、お客様のマネジ

メントシステムの管理文書を提供していただく必要があり

ます。 

・お客様のオンラインポータルへのアクセスが許可される

場合は、お客様にポータルについてのガイダンスを行って

いただく必要があります。 

・お客様から審査員に対し表示や情報提供が行えるよう、

デスクトップの共有を進めていただく必要があります。 
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リモート審査には、次のような技術や技法を含めることが

できます。

• テレビ会議／ビデオ会議（例：Skype/Teamsなど）

• ウェブ会議（例：WebEx/GoTo）

• Webカメラ

• 文書の送信

• 電子メール

• Dropbox

• 写真や動画

• 顧客マネジメントシステムへのリモート/管理された

アクセス– ITセキュリティリスク管理の対象（監視付

きアクセスを推奨）

• ハードコピーパック

リモート審査アクティビティのアウトプットは、1日の終

わりのまとめミーティングのような形でお客様に伝達され

ます。これは口頭、電子メール、または部分的なレポート

によって行うことができます。報告される詳細には、アク

ティビティの要約、ならびに潜在的な、または実際の判明

事項、オンサイトでのフォローアップの対象となる領域、

あるいは予定されたレビュー領域の変更が含まれます。

LRQA Remote 

リモート審査は、時には柔軟に行う必要があり、物理的プ

ロセスの審査も含むことがあります。LRQAのRemoteア

プリは、IOSまたはAndroidデバイスを介した移動しなが

らの審査を可能にします。このアプリでは、複数のユーザ

ーがリアルタイムで、視覚的なメディアを用いてセキュア

にやり取りすることができます。さらにLRQA Remote

は、音声データと視覚的データのほか、メモを審査の記録

として残します。

レポート作成ならびに審査後の報告

一般的にレポート作成は現場審査の場合と同じですが、さ

らに、審査レポートには、使用されたテクノロジーと、審

査の実施場所に関するジオデータ（該当する場合）を含む

関連記録の保存媒体が記録されます。

審査レポートおよび関連記録は、審査の実施にあたって

ICT がどの程度使用されたか、ならびに審査目的を達成す

る上でのICTの有効性を示します。 

YOUR FUTURE. OUR FOCUS. 

セキュリティ及び機密保持

審査目的でICTを使用するには、この目的での

ICTの使用以前に情報セキュリティおよびデー

タ保護のための措置と規制に従って、審査を受

ける顧客とLRQAの双方が合意する必要があり

ます。

合意する両当事者は、いかなる形式のデータで

あっても、セキュリティと機密性を確保し保護

するための適当な措置を講じるものとします。 

これらの処置の不履行または情報セキュリティ

およびデータ保護処置の不一致の場合、LRは

他の方法を使用して、審査目的を実施および遂

行するものとします。 

LRQAリミテッド 

〒220-6010 

横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA10階

お問い合わせ
詳細については、
https://www.lrqa.com/ja-jp/ をご覧ください。
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