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０．まえがき／序文 

 

 

まえがき 

 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本規格協会

(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議

を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である. 

これによって,JIS Q 9001:2000は改正され,この規格に置き換えられた. 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である. 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願 

に抵触する可能性があることに注意を喚起する. 

経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び

出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない. 

序文 

0.1 一般 

この規格は,2008年に第4版として発行されたISO9001を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成を変

更することなく作成した日本工業規格である. 

この規格は,2000 年に第 1版として発行された JIS Q 9001 を規格本体の要点を明確にするため,及び JIS 

Q 14001:2004 との両立性を高めるために改正したものである. 

 

注記 ISO9001 の第 1版及び第 2版は,JIS Z 9901 として発行され,更に第 3版は,JIS Q 9001の第 1版として発行された. 

 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である. 

"注記"と記載されている情報は,関連する要求事項の内容を理解するための,又は明確にするための手引で

ある. 

この規格の対応国際規格の第3版(ISO9001: 2000)から第4版(ISO9001:2008)への変更のうち,この規格に
おける変更の詳細を,附属書Bに示す. 

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よることが望ましい.組織における品質マネジ

メントシステムの設計及び実施は,次の事項によって影響を受ける. 

a)組織環境,組織環境の変化,及び組織環境に関連するリスク 

b) 多様な二一ズ 

c) 固有の目標 

d) 提供する製品 

e) 用いるプロセス 

f) 規模及び組織構造 

 

この規格は,品質マネジメントシステムの構造の画一化又は文書化の画一化を意図していない. 

この規格で規定する品質マネジメントシステムについての要求事項は,製品に対する要求事項を補完 

するものである. 

この規格は,製品に適用される顧客要求事項及び法令・規制要求事項並びに組織固有の要求事項を満た

す組織の能力を,組織自身が内部で評価するためにも,認証機関を含む外部機関が評価するためにも使用

することができる. 

この規格は,JIS Q 9000及びJIS Q 9004に記載されている品質マネジメントの原則を考慮に入れて作成し

た. 
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0.2 プロセスアプローチ 

この規格は,顧客要求事項を満たすことによって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

を構築し,実施し,その品質マネジメントシステムの有効性を改善する際に,プロセスアプローチを採用すること

を奨励している. 

組織が効果的に機能するためには,数多くの関連し合う活動を明確にし,運営管理する必要がある. 

インプットをアウトプットに変換することを可能にするために資源を使って運営管理される一つの活動又は

一連の活動は,プロセスとみなすことができる.一つのプロセスのアウトプットは,多くの場合,次のプロセスヘの

直接のインプットとなる. 

組織内において,望まれる成果を生み出すために,プロセスを明確にし,その相互関係を把握し,運営管理す

ることと併せて,一連のプロセスをシステムとして適用することを,”プロセスアプローチ”と呼ぶ. 

プロセスアプローチの利点の一つは,プロセスの組合せ及びそれらの相互関係とともに,システムにおける

個別のプロセス間のつながりについても,システムとして運用している間に管理できることである. 

品質マネジメントシステムで,このアプローチを使用すると,次の事項の重要性が強調される. 

a)要求事項を理解し,満たす. 

b)付加価値の点でプロセスを考慮する必要性 

c)プロセスの実施状況及び有効性の成果を得る. 

d)客観的な測定結果に基づくプロセスの継続的改善 

 

図1に示すプロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデルは,箇条4～8に記述したプロセスのつ

ながりを表したものである.この図は,インプットとしての要求事項を決定するうえで顧客が重要な役割を担っ

ていることを示している.顧客満足の監視においては,組織が顧客要求事項を満たしているか否かに関する顧

客の受けとめ方についての情報を評価することが必要となる.図1に示すモデルは,この規格のすべての要求

事項を網羅しているが,詳細なレベルでのプロセスを示すものではない. 

 

注記  "Plan-Do-Check-Act"(PDCA)として知られる方法論は,あらゆるプロセスに適用できる.PDCA を簡潔に説明すると,次

のようになる. 

Plan:顧客要求事項及び組織の方針に沿った結果を出すために,必要な目標及びプロセスを設定する. 

Do:それらのプロセスを実行する. 

Check:方針,目標及び製品要求事項に照らしてプロセス及び製品を監視及び測定し,その結果を報告する. 

Act:プロセスの成果を含む実施状況を継続的に改善するための処置をとる. 

 

図１ プロセスを基礎とした品質マネジメントシステムのモデル 
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0.3 JIS Q 9004との関係 

この規格及びJIS Q 9004は,相互に補完し合うように意図された品質マネジメントシステム規格であるが,独

立して使用することもできる. 

この規格は,品質マネジメントシステムに関する要求事項を規定している.これらの要求事項は,組織内部で

の適用,認証又は契約のために使用することができる.この規格は,顧客要求事項を満たすに当たっての品質

マネジメントシステムの有効性に焦点を合わせている. 

この規格の発行時,ISO 9004は改正作業中である.ISO 9004の改正版は,経営層に対し,複雑で,過酷な,

刻々と変化する環境の中で,組織が持続的成功を達成するための手引を提供する予定である。 

ISO 9004は,この規格で規定するよりも広範囲な品質マネジメントシステムに焦点を当てている.すなわち,

組織のパフォーマンスの体系的かつ継続的な改善によって,すべての利害関係者の二一ズ及び期待,並びに

満足を取り扱っている.しかしながら,ISO 9004は,認証,規制又は契約のために使用することを意図したもので

はない. 

注記 ISO 9004の改正版の発行に伴って,ISO 9004:2000も改正される. 

注記 ISO9000:2005(JIS Q 9000:2006)及びISO9004:-(JIS Q 9004-)に引用されている品質マネジメントの８原則を知り、使うこと

は、トップマネジメントによって組織を通じて浸透され、実行されることが望ましい。 
 

0.4 他のマネジメントシステムとの両立性 

この規格の作成過程において,利用者の利便のために,JIS Q 14001:2004の規定を十分考慮に入れて二つ

の規格の両立性を高めた.附属書Aに,JIS Q 9001:2008とJIS Q 14001:2004との対比を示す. 

この規格には,環境マネジメント,労働安全衛生マネジメント,財務マネジメント又はリスクマネジメントのよう

な他のマネジメントシステムに固有な要求事項は含まれていない.しかしながら,この規格は,組織が品質マネ

ジメントシステムを,関連するマネジメントシステム要求事項に合わせたり,統合したりできるようにしている. 

組織がこの規格の要求事項に適合した品質マネジメントシステムを構築するに当たって,既存のマネジメ

ントシステムをこの規格に適応させることも可能である. 

0.5 このＴＳの到達目標 

このTSの到達目標は,サプライチェーンにおける不具合予防,並びにばらつき及びムダの低減に重点を置

いた継続的改善をもたらす品質マネジメントシステムをつくりあげることである. 

このTSは,適用される顧客固有の要求事項とともに,このTSの適用に同意する顧客のために,基本的品質

マネジメントシステム要求事項を定める. 

このTSは,複数の認証審査を避け,自動車生産及び関連サービス部品の組織の品質マネジメントシステム

に対する共通のアプローチを提供することを意図している. 
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１．適用範囲 

 

２．引用規格 

1適用範囲 

1.1一般 

この規格は,次の二つの事項に該当する組織に対して,品質マネジメントシステムに関する要求事項につい

て規定する. 

a)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を一貫して提供する能力をもつことを 

 実証する必要がある場合 

b)品質マネジメントシステムの継続的改善のプロセスを含むシステムの効果的な適用,並びに顧客要求事 

項及び適用される法令・規制要求事項への適合の保証を通して,顧客満足の向上を目指す場合 

 

注記1 この規格の"製品"という用語は,次の製品に限定して用いられる 

a)顧客向けに意図された製品,又は顧客に要求された製品 

b)製品実現プロセスの結果として生じる,意図したアウトプットすべて 

注記2 法令・規制要求事項は,法的要求事項と表現することもある. 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す. 

ISO 9001:2008,Quality management systems-Requirements(IDT〉 

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guido21に基づき,一致していることを示す. 

この TSは,ISO9001:2008(JIS Q 9000:2008)に追加して,自動車関係製品の設計・開発,生産,並びに該当す

る場合,据付け及びサービスのための,品質マネジメントシステム要求事項を定める. 

この TSは,顧客が規定する生産部品及び/又はサービス部品を製造する組織のサイトに適用する. 

設計センター,本社及び配給センターのような支援部門は,サイトに隣接していても離れていても,サイトの

支援についてサイト審査の一部とはなるが,それらが単独でこの TSの認証を得ることはできない. 

この TSは,自動車業界サプライチェーンのどこに位置する組織に対しても適用することができる. 

 

1.2適用 

この規格の要求事項は,はん(汎)用性があり,業種及び形態,規模,並びに提供する製品を問わず,あらゆる

組織に適用できることを意図している. 

組織及びその製品の性質によって,この規格の要求事項のいずれかが適用不可能な場合には,その要求

事項の除外を考慮することができる. 

このような除外を行う場合には,除外できる要求事項は箇条7に規定する要求事項に限定される. 

除外を行うことが,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を提供するという組織

の能力又は責任に何らかの影響を及ぼすものであるならば,この規格への適合の宣言は受け入れられない. 

このTSに対して唯一許可される除外は,製品の設計・開発責任のない組織の場合の7.3に限られる. 

製造工程設計は,許可される除外対象とはならない． 

2 引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する.この引用規格

は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む.)は適用しない. 

 

JIS Q 9000:2006品質マネジメントシステム-基本及び用語 

注記 対応国際規格:ISO9000:2005, 

Quality management systems-Fundamentals and vocabulary(IDT) 

2.引用規格 

次に掲げる引用規格は,この文書に引用されることによって,この文書の規定の一部を構成する.この引用

規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む.)は適用しない. 

ISO9000:2005(JIS Q 9000:2006),品質マネジメントシステム－基本及び用語 
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３．用語及び定義 

 

 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Q 9000による. 

この規格で,"製品"という用語は,"サービス"も併せて意味する. 

3.1 自動車業界の用語及び定義 

この文書には,ISO9000:2005(JIS Q 9000:2006)に規定されている用語及び定義,並びに次の用語及び定義

を適用する. 

3.1.1 コントロールプラン(control plan) 

製品を管理するために要求される,システム及びプロセスを記述した文書. 

注記ISO/TS16949の附属書A参照. 

3.1.2 設計責任のある組織(design responsible organization) 

新規の製品仕様を設定する,又は既存の製品仕様を変更する権限をもつ組織. 

注記この貢任は,顧客の規定した適用条件の中で,設計された性能について試験及び検証することを含む. 

3.1.3 ポカヨケ(error proofing) 

不適合製品の製造を予防するための,製品及び製造工程の設計・開発. 

3.1.4 試験所(laboratory) 

化学,金属,寸法,物理,電気又は信頼性の試験を含むが,それだけに限らない,検査,試験又は校正の施設. 

3.1.5 試験所適用範囲(laboratory scope) 

次の事項を含む管理文書. 

一試験所が実施する資格のある,特定の試験,評価及び校正 

一上記を実行するために用いる設備のリスト 

－上記を実行する方法及び規格のリスト 

3.1.6 製造(manufacturing) 

次に示すものを製作する,又は仕上げるプロセス. 

一生産材料 

一生産,若しくはサービス部品 

一組立製品,又は 

一熱処理,溶接,塗装,鍍金又は他の仕上げサービス 

3.1.7 予知保全(predictive maintenance) 

起こり得る故障モードから予測して保全に関する問題を回避することを目的とする,プロセスデータに基づ

いた活動. 

3.1.8 予防保全(preventive maintenance) 

製造工程設計のアウトプットとして,設備の故障及び予定外の生産停止の原因を除去するために計画され

た活動. 

3.1.9 特別輸送費(premium freight) 

契約した輸送費に対する割増しの費用又は負担. 

注記 方法,量,予定外納入又は納入遅れによって発生する. 

3.1.10 支援事業所(remote location) 

サイトを支援する,生産プロセスのない事業所. 

3.1.11 サイト(site) 

価値を付加する製造工程のある事業所. 

3.1.12 特殊特性(special characteristic) 

製品特性又は製造工程パラメータのうち,安全,若しくは法令・規制への適合,組付け時の合い,機能,性能又

は製品の後加工に影響 

する可能性のあるもの 
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４．品質マネジメントシステム 

 

＊以降の規格要求事項及び解説は ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９の追加要求事項についてのみ記述する 

＊ＩＳＯ９００１：２００８の基本要求事項については別冊「ＩＳＯ９００１：２００８規格要求事項の解説」参照。 

 

解説 

 

4.1.1 一般要求事項一補足 

 

設計・開発(製品の設計・開発と製造工程の設計・開発)をアウトソースする場合は特に注意が 

必要です。 

また、組織内のプロセスと同様、アウトソースしたプロセスについても、顧客の製品承認プロセス 

(PPAP)に適合させることを求めています。製品承認プロセス(PPAP)については、7.3,6.3 項を参照く

ださい。 

 

 

 

4.1.1 一般要求事項一補足 

アウトソースしたプロセスに対する管理を確実にしても,すべての顧客要求事項への適合に対する組織の

責任が免除されてはならない S007 
注記 7.4.1及び7.4.1.3参照. 

アウトソース（外部委託）したプロセスを明確にする 

アウトソース（外部委託）したプロセスの管理の方法と程度を明確にする 

アウトソース（外部委託）したプロセスの管理を確実に行う 

アウトソース（外部委託）したプロセスに対して、顧客要求事項及び関連法規制に適合させる

責任は、アウトソース先ではなく、組織側にある 

アウトソースしたプロセス

の技術的な責任は、組織

にある 

設計･開発をアウトソース

する場合は、特に注意が

必要 

アウトソースしたプロセス

を、顧客の製品承認プロセ

スに適合させる 
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4.2.4.1 記録の保管 

記録の管理は,法令・規制要求事項及び顧客要求事項を満たさなければならない.S019 

 

解説 

 

4.2.3.1 技術仕様書 

 

顧客から技術仕様書(engineering specification)を入手した場合の対応方法について、顧客の技術仕様書

(改訂を含む)の内容確認と社内への配付をタイムリー(2週問以内)に行い、技術仕様書の変更に関連した社内

文書の改訂を行い、コントロールプランなどの製品承認プロセス(PPAP)の文書に影響する場合は、顧客の承

認を取得することを求めています。 

 

１．製品性能の向上及び品質問題の是正処置等の結果として、図面や仕様書の変更が発生する場合には、 

変更内容を迅速に製品に反映する必要がある。 

２．顧客から提供される技術文書に関して、顧客からの受付窓ロや組織内での配付・変更の実施方法、記録 

などに関する担当部門や業務の流れ・手順を決めておく必要がある。 

３．変更の日付の記録を維持することは、トレーサビリティ上でも必要である。製品や工程を変更した日付や 

実施者など、必要な記録を残すこと。 

４．技術規格や仕様書が変更になった場合、図面などの設計文書やコントロールプランなど、PPAP文書に 

関連する文書が該当する場合、新たに承認が必要になる。 

 

 

 

 

 

 

 

解説 

 

4.2.4.1 記録の保管 

 

法規制や顧客から、保管期問を指定されることがあります。 

項目 内容 

保管 品質マネジメントシステムの記録であることの識別を行う 

保護 電子媒体記録の保護を行う。一消失防止、知的所有権の保護 

検索 容易に検索可能であること 

保管期間 保管期間を設定する。 
法規制上の要求および顧客要求を満たすこと 

廃棄 保管期間切れのものは廃棄する 
電子媒体の記録は消去する－知的所有権の保護 

 

4.2.3.1 技術仕様書 

組織は,顧客のすべての技術規格/仕様書及びその変更に対して,顧客が要求するスケジュールに基づい

て,タイム 

リーな内容の確認,配付及び実施を保証するためのプロセスをもたなければならない.S012 

タイムリーな内容の確認は,可及的速やかに実施することが望ましく,稼働2週間を超えてはならない.S013 

組織は,生産において実施された個々の変更の日付の記録を維持しなければならない.S014 実施には,該当

文書の更新を含めなければならない.S015 

注記 規格/仕様書の変更内容が設計記録に引用されているか,コントロールプラン,FMEAなどのような,生産部品承認プロセス

の文書に影響する場合には,これらの規格/仕様書の変更は,顧客の生産部品承認をあらためて受け,その記録が必要となる. 
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５．経営者の責任 

 

解説 

 

5.1.1 プロセスの効率 

 

経営者が、品質マネジメントシステムのプロセスの有効性 (effectiveness)だけでなく、効率

(effic iency)についてもレビューすることを求めています。 

これは、箇条 5.6 のマネジメントレビューのインプット項目となります。 

なお、ISO/TSl6949 規格(箇条 5.1.1)では、品質マネジメントシステムのプロセスを、製品実現プロ

セスと支援プロセスの 2つにわけていますが、ISO/TS16949 のガイダンスマニュアルでは、顧客志向

プロセス、支援プロセスおよびマネジメントプロセスの 3 つにわけています。 

 

１．ISO9001 では「QMSの有効性の継続的改善」を要求しているが、「効率」までは要求していない。 

TS は、効率についても保証し、トップマネジメントがそれをレビューすることが要求されている。 

２．「製品実現プロセス」とは、主に7箇条に関連するプロセスであるが、特に、7.3、7.5など、直接製品を実現 

するプロセスが重要となる。 

３．「支援プロセス」は、6箇条の教育・訓練、資源の運用管理、7 箇条の測定機器の管理、8 箇条に関するプ 

ロセスなどで、製品実現のための業務を支援するプロセスと考えればよい。 

４．プロセスをレビューするためには、プロセスの結果が適正に判断できるような管理指標や判断基準を明 

確にし、事業計画に織り込んで長期的、継続的に監視する必要がある。 

 

◇有効性、効率の定義 

 

・有効性(effectiveness) 

計画した活動が実行され、計画した結果が達成された程度。・・・実績／計画 

 

・効率(efficiency) 

達成された結果と使用された資源の関係。・・・成果／資源 

 

5.1.1 プロセスの効率 

トップマネジメントは,製品実現プロセス及び支援プロセスの有効性及び効率を保証するために,それらの

プロセスをレビューしなければならない.S021 
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解説 

 

5.4.1.1 品質目標一補足 

 

品質目標は、顧客重視で、事業計画と整合性のある内容にします。また品質目標は、期限内に達成され

るようにし、品質目標の展開状況と達成度は内部監査において確認し、経営者が品質マネジメントシステム

の効果的・効率的レビューのために用い、是正処置と継続的改善に活用します。 

 

１．ISO9001:2008 の 5.1c)及び 5.4.1 では「品質目標が設定されることを確実にしなければならない」と経営者 

自身の関与が弱い。 

TS ではトップマネジメントが自ら品質目標の設定、展開に関して事業計画書に含めるなど、責任を果たす 

ことを要求している。 

２．トップマネジメントは品質目標の設定と合わせて、評価指標を設定することも要求されている。 

品質指標は、品質目標の達成度を評価するため、進捗状況を確認するために必要である. 

３．注記では、「品質目標は定められた期間内に達成可能なレベルのものを設定すべきである』と求めてい

る。 

顧客クレームが多いにも係わらず、品質目標として毎年クレーム"ゼロ件"を設定し達成されないまま継続 

することの無きこと。 

 

 

 

 

解説 

 

5.5.1.1 品質責任 

 

１．品質に関する情報が是正処置に責任を持つ管理者に確実に伝わり、迅速に処置を実施させるための要 

求事項である。品質問題が発見された場合、いかに迅速に判断して対応するかが顧客に迷惑をかけない

ための鍵となる。 

２．製品要求事項への適合に責任を持つ要員に生産を停止する権限を持たせるためには、指名された要員 

に対する責任と権限、生産中断の要否の判断基準、品質問題発生時の処置手順を明確にしておくとよ

い。 

３．すべてのシフトにわたって、製品要求事項への適合に責任を持つ、又は責任を委任された要員を配置す

ることが要求されている。交替シフトの場合、各シフトヘの配置が必要である。この要員は責任が委任され

ていれば現場の監督層(監督層がシフトにいなければ、作業要員)でよい。 

5.4.1.1 品質目標一補足 

トップマネジメントは,品質目標及びその評価指標を定めて,事業計画書に含め,品質方針を展開するため

に用いなければならない.S026 

注記 品質目標は,顧客の期待に応え,定められた期間内に達成されることが望ましい. 

5.5.1.1 品質責任 

是正処置に対する貢任及び権限をもつ管理者に,要求事項に不適合となった製品又はプロセスの情報が

速やかに報告されなければならない.S029 

製品要求事項への適合に貢任をもつ要員は,品質問題を是正するために生産を停止する権限をもたなけ

ればならない.S030 

すべてのシフト(直)にわたる生産活動に製品要求事項への適合を確実にする責任をもつ,又はその責任を

委任された要員が配置されていなければならない.S031 
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解説 

 

5.5.2.1顧客要求への対応責任者 

 

ISO/TSl6949では、品質マネジメントシステムの管理責任者に加えて、品質貴任者と顧客要求への対応責

任者(customer representative)について述べています。 

顧客要求への対応責任者は、顧客の代理人として顧客にかわって、特殊特性の選定、品質目標の設定、

関連する教育・訓練、是正処置・予防処置、および製品の設計・開発を含む顧客要求事項に対処することを

確実にする人であり、例えば APQP チームリーダーなどが相当するものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.1顧客要求への対応責任者 

トップマネジメントは,顧客要求事項に対処することを確実にするために,責任及び権限をもつ要員を任命し

なければならない.S034これには,特殊特性の選定,品質目標の設定及び関連する教育・訓練、是正及び予防

処置,製品の設計・開発を含む. 
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解説 

 

5.6.1.1 品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況 

 

品質マネジメントシステムの継続的改善のために、すべての要求事項とパフォーマンス(成果を含む実施

状況)、品質目標の達成状況、顧客満足度および品質不良コスト(cost of poor quality)についてレビューしま

す。  

 また、箇条 5.1.1 で述べたプロセスの効率の改善のために、製品実現プロセスと支援プロセスの効率

(efficiency)をレビューします。 

 
 

１．品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況は、 

・意図したアウトプットを表す評価指標である。 

・「品質目標をどの程度実現しているか」を評価(進捗計画と比較)する。 

・評価指標の例には経営指標、品質指標、納期指標などが含まれる。 

・継続的改善及び是正処置の対象になる。 

２．マネジメントレビューで取りあげることとなる。 

３．品質不良コストの評価は、内部/外部双方のコストの監視を含む。 

・内部不良コスト：スクラップ費、再加工費、金型修理費など。 

・外部不良コスト：出張人件費用、輸送代、ペナルティなど。 

 

 

 

＊この項は特に解説はありません。 

5.6.1.1 品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況 

マネジメントレビューには,継続的改善プロセスの不可欠の部分として,品質マネジメントシステムのすべて

の要求事項及びその成果を含む実施状況の傾向を含めなければならない.S040 

マネジメントレビューでは,品質目標の監視,並びに品質不良コストの定期報告及び評価を行わなければな

らないS041 (8.4.1及び8.5.1参照). 

これらの結果は,最低限,次の事項の達成の証拠となるように,記録しなければならない.S042 

－事業計画書に規定された品質目標 

－供給された製品に対する顧客満足 

5.6.2.1 マネジメントレビューヘのインプット－補足 

マネジメントレビューへのインプットには,顕在及び潜在の市場不具合,並びにそれらの品質,安全,又は環境

に対する影響の分析を含まなければならない.S044 
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６．資源の運用管理 

 

解説 

 

下図に示すように、ISO/TSl6949 規格では、種々の具体的な教育・訓練の内容について述べて 

います。ISO/TSl6949 規格では製品設計の技能について述べていますが、工程設計に関しても必

要な技能を明確にして、確保するようにします。 

 

 

6.2.2.1 製品設計の技能 

組織は,製品設計に責任をもつ要員が,設計要求事項を実現する力量をもち,該当するツール及び手法の

技能をもつことを確実にしなければならない. Ｓ０４９組織は,該当するツール及び手法を明確にしなければなら

ない.Ｓ０５０ 

6.2.2.2 教育・訓練 

組織は,製品要求事項への適合に影響する活動に従事するすべての要員に対して,教育・訓練の二一ズ

及び達成すべき力量を明確にする"文書化された手順"を確立し,維持しなければならない.Ｓ０５１ 必要に応じ

て,特定の業務に従事する要員を,顧客要求事項を満たすことに特に配慮して,適格性確認しなければならな

い.Ｓ０５２ 

注記1 組織のすべての階層において,製品要求事項への適合に影響を与えるすべての従業員に適用する. 

注記2 顧客固有の要求事項の一例としては,ディジタル化された数値データの活用がある. 

6.2.2.3 業務を通じた教育・訓練(OJT) 

組織は,製品要求事項への適合に影響する新規の業務又は変更された業務についてはすべて,要員に業

務上の教育・訓練を行わなければならない. Ｓ０５３これには,契約又は派遣の要員を含む. 製品要求事項へ

の適合に影響を与える要員には,品質要求事項に対する不適合が顧客に与える影響について,知らせなけれ

ばならない.Ｓ０５４ 

6.2.2.4 従業員の動機付け及びエンパワーメント 

組織は,品質目標を達成し,継続的改善を行い,革新を推し進める環境を創造するために,従業員を動機付

けるプロセスをもたなければならない.Ｓ０５５ そのプロセスは,組織全体にわたって品質及び技術に対する意

識の向上を含まなければならない.Ｓ０５６  組織は,組織の要員が,自らの活動のもつ意味と重要性を認識し,

品質目標の達成に向けて自らどのように貢献できるかをどの程度認識しているかを測定するプロセスをもた

なければならないＳ０５７[6.2.2d)参照]. 
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6.2.2.1 製品設計の技能 

 

１．例えば、次のツールを考慮してもよい。 

・コンピュータ支援設計(CAD) 

・製造設計/組立設計(DFM)/(DFA) 

・実験計画法(DOE) 

・コンピュータ支援エンジニアリング(CAE) 

・故障モード影響解析(DFMEA/PFMEA) 

・有限要素解析(FEA) 

・幾何寸法及び公差表示方式(GD&T) 

・品質機能展開(QFD) 

・信頼性工学 

・シミュレーション技法 

・立体モデル法 

・価値工学(VE) 

 

２．技能マトリックスにより計画的に設計者を育成する 

 
 

３．製品設計と製造設計 

 

6.2.2.1 は製品設計を対象にしており、製造工程の設計は対象になりません。 

しかし製造工程設計の能力が必要かどうかという観点で見た場合、やはり能力は必要でしょう。製造工程

の設計も含めた資格認定がある場合は、製造工程の設計も対象となります。 

 

 

6.2.2.2 教育・訓練 

 

１．ISO9001 では、教育・訓練に関する"文書化された手順"の要求はないが、TS は追加要求事項として、教

育・訓練に関する手順を文書化することを要求している。 

２．達成すべき力量を明確にする手順の文書には、スキルマップや必要な力量とそれに必要な教育・訓練及び

その達成レベルなどを表す一覧表の活用などが上げられる。 

３．TSでは、特に高い力量が求められる業務を行う要員に対して適格性確認が要求されている。 

適格性確認は、教育、訓練、技能、経験に基づき資格認定される。 

４．TS では、内部監査員(8.2.2.5)と外観評価要員(8,2.4.2)への適格性確認が規定さている。他に、製品設計

者、設計・開発の検証者、検査員、外観検査員、試験所要員、特殊工程作業者などが該当する。 

５．ディジタル化された数値データには、CAD／CAM、CAEなど、コンピュータ支援システムに関するものが含

まれる。 
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6.2.2.3 業務を通じた教育・訓練(OJT) 

 

１．この要求は技能向上のための OJT ではなく、製品要求事項への適合に影響するような業務の変更があ

る場合のOJT である。 

２．新製品立上げや工程変更では、品質問題が発生することを多く経験しているためである。 

３．特に新製品の準備段階、量産移行後の工程変更、新規作業者を配置する場合など、それに対応する

OJT 訓練を実施する手順を決め、運営することが必要になる。 

４．5W１H式の教育訓練手順、習熟状態の評価方法、記録方法などを規定する。 

 

 

6.2.2.4 従業員の動機付け及びエンパワーメント 

 

１．組織は、顧客満足につながる参画、コミュニケーション及びチームワークを推進するための手法を活用す

ることが望ましい。共通の測定方法として従業員調査がある。 

さらに、次の例を追加する。 

・表彰制度 

・改善提案 

・ポスターキャンペーン、コンペティション 

・QCサークル 

・教育・訓練及び情報連絡会 

・ワークショップ 

・不良ゼロ(ZD ：Zero Defects)プログラム 

２．エンパワーメント（権限委譲）とは 

◇『権限委譲により第 1線で働く従業員の潜在能力を引き出し、個人や組織の学習を進め生かすこと。 

アメリカの企業経営の潮流を示す概念の一つで、学習する組織実現のための基本的な考え方、手法』 

◇個人や部門の品質目標の達成度合い、改善提案件数、特許出願件数、組織の活性化などに成果が現

れる。 

３．組織全体に渡って品質や技術に対する意識を高めることが要求されている。動機付けは製造部門だけで

なく、設計、技術、品質保証部門などスタッフ部門にも必要である。 

改善提案をはじめ、特許出願や技術論文、改善事例発表などがある。 

４． 6.2.2 d)への対応として、単に動機付けするだけでなく、活動の適切さや重要性に関する従業員の意識

向上の程度や、品質目標の達成にいかに貢献しているかを測定することが必要になる。 

５．測定方法としては、各個人や部門の品質目標の達成度合い、改善提案やQCサークル活動の状況、事例

発表会の回数やテーマ件数、従業員の意識調査などがあげられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あどばる経営研究所／A.V.MANAGEMENT 



16 
 

 

解説 

 

6.3.1 工場,施設及び設備の計画 

 

工場・施設・装置の計画に際しては、部材の流れとフロアスペースを有効に利用できるように、工場のレイ

アウト(plant layouts)を最適化します。リーン(lean、ムダのない)生産方式を基本とし、作業の有効性を評価す

ることを求めています。 

したがって、作業の有効性を評価するための監視指標を設定することが必要です。この監視指標は、箇条

75.1.6 の生産計画とも関連しています。 

 

 

 

解説 

 

電気、ガス、水などのユーティリティの停止、1 台しかない主要設備の故障、重大な品質問題に対応するた

めの市場回収(リコール)のような不測の事態に備えて、あらかじめ緊急事態対応計画(contingencyplan)を作

成しておきます。わが国では、地震や台風への対応も考えておくとよいでしょう。 

他にも工場があり、いざというときにはその工場を利用できるとか、1 台しかない主要設備が故障した場合

の交換部品をあらかじめ準備しておくとか、部品材料を複数購買するなどの方法が考えられます。 

 

１．顧客への引渡し納期の要望に応えるためには、予定外の生産中断や出荷の遅れは許されない。それを

達成するためには緊急事態が発生しても組織から必要な材料や部品が納期どおりに納入されることが最

大の条件になる。 

２．予想される緊急事態を想定し、発生時の運営責任者や組織体制、運営手順を決めておく。 

３．緊急事態として、QS-9000 から、市場からの回収が追加されています。また、自然災害や火災などの不

可抗力による緊急事態も含めて、対応方法の準備が必要である。 

４．"労働力不足"への対応として"新型インフル"等への対応計画準備も必要である。（ｅｘ．ストライキ） 

５．災害や事故などへの対応として、車前に策定される行動計画 BCP(事業継続計画)は、これに該当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1 工場,施設及び設備の計画 

組織は,工場,施設及び設備の計画を策定するために部門横断的アプローチ(7.3.1.1参照〉を用いなければ

ならない.Ｓ０５９工場のレイアウトは,部材の搬送,取扱い及びフロアスペースを有効に利用できるように最適化

して,同期のとれた部材の流れとしなければならない.Ｓ０６０現在の運用の有効性を評価し,監視する方法を開

発し,実施しなければならない.Ｓ０６１ 

注記 これらの要求事項は,リーン生産の原則及び品質マネジメントシステムの有効性へのつながりに焦点を合わせることが

望ましい. 

6.3.2 緊急事態対応計画 

組織は,顧客要求事項を満たすために,例えば,ユーティリティーの停止,労働力不足,主要設備故障及び市

場回収のような事態に備えて,緊急事態対応計画を準備しなければならない.Ｓ０６２ 
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解説 

 

6.4.1 製品要求事項への適合を達成するための要員の安全 

 

要員の安全のための作業環境の管理方法を明確にして管理します。 

製品要求事項への適合、すなわち製品の品質保証のためだけではなく、ISO9001 には含まれていない要

員の安全についても配慮している点が、ISO/TSl6949 の特徴です。 

要員の安全のためのリスク(risk)分析に関して・設計・開発における不可欠の手法であるFMEA(故障モード

影響解析)の手法を利用するとよいと述べています。 

 

１．生産に係わる作業者の安全を確保するために、製品自体、設備や装置、工程での作業方法に起因するも

のが対象になる。 

２．例えば、設計初期段階や設計試作段階で作業者の安全上のリスクを事前に検討し、量産試作段階で製品

や実作業をチェックリストで検証することもその一つの方法である。 

３．配慮すべき内容として、バリや角部のない設計構造、安全性や作業性を考慮した組立・加工治具、ポカヨケ

がある。 

４．さらに、安全を考慮した部品加工、組立方法、重量物の取扱い、保護具の着用、回転部分の安全対策な

どの例がある。 

 

 

 

 

解説 

 

6.4.2 事業所の清潔さ 

 

事業所を清潔に保つための方法を明確にして管理します。いわゆるわが国における 5S 活動(整理・整頓・

清潔・清掃・しつけ)などもこれに含まれます 

 

１．事業所内の清潔さは、品質や生産性などに対する従業員の取組み意識の向上にも大きく寄与する要因

となる。事業所内の整理、整頓、清掃、清潔さなどは製品品質に影響する要因であり、管理された状態で

運営することが必要である。 

２．高い品質レベルが要求される事業所や製造工程は、それに応じた整理、整頓、清潔さが要求される。 

例えば外観検査場所や精度の高い組立工程、半導体の製造工程などそれぞれの作業に応じた清潔さ、

清浄度、整理、整頓が必要になる。 

３．要求内容は製造場所だけでなく、事業所全体の清潔さを求めている。材料や部品の搬入場所、製品保管

場所など管理レベルを明確にして運営管理する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1 製品要求事項への適合を達成するための要員の安全 

組織は,特に設計・開発プロセス及び製造工程の活動において,従業員に対する潜在的なリスクを最小限 

にする製品の安全及び手段を明確にしなければならない.Ｓ０６４ 

 

6.4.2 事業所の清潔さ 

組織は,製品及び製造工程の二一ズに合わせて,事業所を整頓され,清潔で手入れされた状態に維持しな 

ければならない.Ｓ０６５ 
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７．製品実現 

 

解説 

 

7.1.1 製品実現の計画一補足 

 

製品実現の計画に含める内容は、製品に関する品質目標と要求事項、顧客要求事項、および顧客の技

術仕様書の内容などを含めます。ここで顧客要求事項とは、顧客(自動車メーカーなど)固有の要求事項のこ

とです。 

先行製品品質計画(APQP)は、不適合の検出よりも、不適合の予防と継続的改善を実現するためのもので、

部門横断的アプローチ(multidisciplinary approach)によって行われます。 

プロジェクトマネジメントは、米国ビッグスリー以外の顧客を考慮した一般的な表現で、それぞれの顧客の

要求に従うことになります。 

 

１．先行製品品質計画は、新製品を設計/製造/提供する場合、品質、納期、コストを確保するうえで最も重

要な計画である。 

２．製品実現のための品質計画に関しても顧客とのコミュニケーションの中で、顧客固有の要求事項を把握

して推進する必要がある。 

例えば、クライスラーや GMは、APQP参考マニュアルを参照することを要求している。 

３．プロジェクトマネジメントについては、ISO10006:2003(JIS Q 10006:2004 品質マネジメントシステムープロジ

ェクトにおける品質マネジメントの指針)が発行されている。 

"プロジェクトマネジメント"とは、"プロジェクトの目標を達成するために,プロジェクトの全側面を計画し、組

織し、監視し、管理し及び報告すること、並びにプロジェクトに参画する人々全員への動機付けを行うこと。

"と定義されている。 

 

 

 

解説 

 

7.1.2 合否判定基準 

 

合否判定基準(acceptance criteria)は、顧客の要求があれば顧客の承認を得ることが必要です。また抜取

り(サンプリング)計数データの合否判定水準を適用する場合は、不良ゼロ(ZD)の基準を適用します。 

7.1.1 製品実現の計画一補足 

客要求事項及びその技術仕様書への引用は,品質計画書の一部として製品実現の計画に含めなけれ 

ばならない.Ｓ０７０ 

7.1.2 合否判定基準 

合否判定基準は,組織によって定められ, 要求があれば顧客によって承認されなければならない.Ｓ０７１ 
抜取りで得られた計数データの合否判定水準は,不良ゼロ(ゼロ・ディフェクト)でなければならない

S072(8.2.3.1参照). 
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解説 

 

7.1.3 機密保持 

 

顧客と契約した開発中の製品・プロジェクト・関係製品の機密保護を確実にすることを求めています。 

機密の文書・データ(電子またはハードコピー)の保管場所へのアクセス(立入・使用)を管理します。 

新しいプロジェクトや設計変更に関する機密には、特別の注意が必要です。 

 

 

 

 

解説 

 

7.1.4 変更管理 

 

市場で発生した品質問題の多くは、設計変更や製造工程の変更の際の管理を適切に行わなかったことに

よるものです。 

変更管理には、製品実現プロセスにおけるあらゆる変更、すなわち設計変更、製造工程の変更および供

給者による変更も含まれます。 

変更管理では、いわゆる 4M管理(man、material、machine、method)を考慮します。 

組織の独占権(proprietary design、特許・ノウハウなど)などによって詳細内容が顧客に開示できない設計

に対しては、すべての影響が適切に評価できるように、形状、取付具合、機能(性能・耐久性を含む)への影

響を、顧客とともにレビューします。 

顧客要求事項に影響するあらゆる製品実現プロセスにおける変更は、製品承認プロセス(PPAP)として、

顧客への通知と同意が必要です。 

 

１．製品実現の過程で発生する種々の変更管理を広い範囲で捉え、本項に集約している。 

製品実現に関する変更は、品質不具合発生の主要因であり、変更管理は品質保証の面で最も重要な要

素である。 

２．要求事項では、製品実現に影響を与える全ての変更が対象になっているが、その変更が品質にどれだ

け影響するのか、変更の定義、管理対象やレベルを組織として決めることが必要。 

３．製品実現に影響を与える変更が発生した後、組織内での変更申請、品質確認、変更承認、顧客への届出

など変更管理の仕組み・手順を明確にして定める。 

４．供給者に対する変更管理手順は、組織の場合と同様に、変更管理の対象や変更前のレビュー、組織へ

の申請、初物製品の識別、工程での変更実施日の記録など必要な実施手順を指示する。 

7.1.3 機密保持 

組織は,顧客と契約した開発中の製品及びプロジェクト,並びに関係製品情報の機密保持を確実にしなけ

ればならない. S073 

 

7.1.4 変更管理 

組織は,製品実現に影響する変更を管理し,対応するプロセスをもたなければならない.Ｓ０７４顧客要求事項

への適合を確実にするために,あらゆる供給者による変更を含めて,あらゆる変更の影響を評価し,検証及び

妥当性確認活動を定めなければならない.Ｓ０７５ 変更は,実施の前に妥当性確認をしなければならない．Ｓ０７６ 

独占権などによって詳細内容が開示されない設計に対しては,すべての影響が適切に評価できるよう,形

状,組付け時の合い,機能(性能,及び/又は耐久性を含む。) への影響を顧客とともにレビューしなければなら

ない.Ｓ０７７ 

顧客から要求された場合,新製品で要求されるような,追加の検証/識別の要求事項に従わなければなら

ない.Ｓ０７８ 

注記1 顧客要求事項に影響するあらゆる製品実現の変更は,顧客への通知及び同意が要求される. 

注記2 7.1.4の要求事項は,製品及び製造工程の変更に適用する. 
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解説 

 

7.2.1.1 顧客指定の特殊特性 

 

顧客指定の特殊特性(special characteristics)がある場合には、コントロールプラン(control plan)や FMEA

などの主要文書に、顧客指定の記号を記載して識別します。 

顧客指定の特殊特性は、顧客要求事項に適合していることを実証することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

＊この項は特に解説はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1.1 顧客指定の特殊特性 

  組織は,特殊特性の指定,文書化及び管理に対する顧客要求事項への適合を実証しなければならない．  
Ｓ０８１ 

 

7.2.2.1 製品に関連する要求事項のレビュー －補足 

7.2.2で要求された正式なレビューを行わない場合(注記を参照)は,顧客の許可を得なければならない.Ｓ０８９ 
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解説 

 

7.2.2.2 組織の製造フィージビリティ 

 

製品の製造フィージビリティ(manufacturing feasibility、実現の可能性)の検討を行います。 

検討項目には、技術・製造能力・コスト、スケジュール、およびリスク分析を含みます。またリスク分析には、

製品を効果的・効率的に提供するための実現能力の評価や、スケジュール、資源、開発コストおよび投資な

どを含みます。 

なお製造フィージビリティは、箇条7.3設計・開発より前の箇条7.2顧客関連プロセスの項目ですが、その内

容から判断すると、製造フィージビリティは、設計・開発のレビューに相当すると考えることができます。 

 

 

 

 

 

 

解説 

 

7.2.3.1 顧客とのコミュニケーション －補足 

 

顧客とのコミュニケーションは、顧客に規定された言語や書式を用いて行います。これにはコンピュータ支援

設計データ(CAD)、電子データ交換(EDI)なども含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2.2 組織の製造フィージビリティ 

組織は,契約内容の確認プロセスにおいて,リスク分析を含めて,提案製品の製造フィージビリティを調査し,

確認し,文書化しなければならない.Ｓ０９０ 

 

7.2.3.1 顧客とのコミュニケーション －補足 

組織は,顧客に規定された言語及び書式(例 コンピュータ支援設計データ,電子データ交換)を用いて,デー

タを含む必要な情報を伝達する能力をもたなければならない.Ｓ０９２ 
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7.3.1.1 部門横断的アプローチ 

組織は,製品実現の準備をするために部門横断的アプローチを用いなければならない. Ｓ０９７これには次の

事項を含めなければならない.Ｓ０９８ 

－特殊特性の設定/最終決定及び監視 

－潜在的リスクを低減する処置を含めたFMEAの実施及びレビュー 

－コントロールプランの作成及びレビュー 

注記 部門横断的アプローチには,一般的に組織の設計,製造,技術,品質,生産,及び他の適切な要員を含める 

 

解説 

 

7.3.1.1 部門横断的アプローチ 

 

設計・開発は、部門横断的アプローチによって進めます。部門横断的アプローチは、組織の各部門、すな

わち設計、製造、技術、品質、生産および他の該当する部門の要員を含み、多機能横断チーム、クロスファ

ンクショナルチーム、APQP チームとも呼ばれるチームによって進めます。 

特殊特性の設定・監視、故障モード影響解析(FMEA)およびコントロールプランの作成とレビューなどは、部

門横断的アプローチで進めます。 

 

 

 

 

解説 

 

7.3.2.1 製品設計へのインプット 

 

製品設計へのインプットには、各種の顧客要求事項、各種情報および各種目標を含めます(次図参照)。 

 

7.3.2.2 製造工程設計へのインプット 

 

ISO/TSl6949(箇条 7.322)では、製造工鴛設計のインプットに製品の設計・開発のアウトプットが含まれてお

り、製品設計の後に製造工程設計を行うことになります。 

しかし APQP では、設計・開発は同時並行(コンカレントエンジニアリング)で進めることを求めており、この

方が実態にあっているといえます。 

 

7.3.2.1 製品設計へのインプット 

組織は,次の事項を含む,製品設計へのインプット要求事項を明確にし,文書化し,レビューしなければならな

い.Ｓ１０３ 

－ 特殊特性(7.3.2.3参照),識別,トレーサビリティ及び包装のような顧客要求事項(契約内容の確認) 

－ 情報の使用：組織は,現在及び将来の類似プロジェクトのために,過去の設計プロジェクト,競合者の分 

析,供給者からのフィードバック,内部からのインプット,市場のデータ及び他の適切な情報源から得られ 

る情報を展開するプロセスをもたなければならない. 

－ 製品要求事項への適合,製品寿命,信頼性,耐久性,保全性,タイミング及びコストの目標 

7.3.2.2 製造工程設計へのインプット 

組織は,製造工程設計へのインプット要求事項を明確にし,文書化し,レビューしなければならない.Ｓ１０４  

これには次の事項を含めなければならない。Ｓ１０５ 

－ 製品設計からのアウトプット・データ 

－ 生産性,工程能力及びコストに関する目標 

－ もしあれば,顧客要求事項 

－ 過去の開発からの経験 

注記 製造工程設計は,問題の大きさに対して適切な程度で,遭遇するリスクに釣り合う程度のポカヨケの方法を使用すること

を含む. 
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解説 

 

7.3.2.3 特殊特性 

 

特殊特性(special characteristics)とは、安全や法規制に影響する可能性のある、重要な特性のことです。

特殊特性には、製品に関する特殊特性と、製造工程に関する特殊特性があります。 

また特殊特性には、顧客によって指定されるものと、組織自らが決めるものがあります。顧客が指定した 

製品に関する特殊特性に影響する製造工程の特性を、特殊特性(製造工程パラメータ)とします。 

コントロールプランに特殊特性記号を記載します。図面、FMEA、作業指示書のような製造工程を管理する

文書については、特殊特性記号を記載する文書を明確にします。 

製品によっては、顧客指定の特殊特性が存在しない場合もあります。その場合は、組織として重要な管理

特性を特殊特性に設定するとよいでしょう。 

特殊特性は、継続的改善のテーマの対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2.3 特殊特性 

組織は,特殊特性[7.3.3d)参照]を特定し,次の事項を実施しなければならない.Ｓ１０６ 

－ すべての特殊特性を,コントロールプランに含める. 

－ 顧客が規定した定義及び記号に適合する. 

－ 特殊特性に影響するプロセスステップであることを示す顧客の特殊特性記号又は組織の同等の記号

若しくは表記法を用いて,図面,FMEA,コントロールプラン及び作業員指示書を含むプロセス管理文書を

明確にする. 

注記 特殊特性は,製品特性及び工程パラメータを含んでもよい. 
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解説 

 

7.3.3.1 製品設計からのアウトプット－補足 

 

製品設計のアウトプットには、設計 FMEA、信頼性の結果、製品の特殊特性、仕様書、製品のポカヨケ、製

品のデザインレビューの結果などがあります。 

ISO/TS16949 では、”設計のアウトプットには、単純化、最適化、革新、ムダの削減のための努力を含む”

と述べています。すなわち、生産効率とコストについても、製品の設計段階で考慮することを求めています。 

製品設計の手段としては、組立設計(design for assembly、DFA)、製造設計(design manufacturing、DFM)、

実験計画法(design of engineering、DOE)、品質機能展開(quality function development、QFD)、設計 FMEA、 

価値工学(value engineering、VE)などが使用されます。 

ポカヨケ(error proofing)とは、間違った操作による不適合製品の発生を予防するための、製品の設計・開

発手法および製造手法のことで、ミス防止とも呼ばれます。例えば、製造工程に異常が発生した際に、装置

が自動的に停止するシステムなどは、ポカヨケの例といえるでしょう。 

 

7.3.3.2 製造工程設計からのアウトプット 

 

製造工程設計のアウトプットには、仕様書、図面、製造工程フローチャート、プロセス FMEA、コントロール

プラン、作業指示書、ポカヨケなどがあります。 

また製造工程設計のアウトプットは、リーン生産方式(lean manufacturing system)のような、単純化、最適

化、革新、ムダの削減に関する情報を含める、すなわち生産効率とコストについても・製造工程設計の段階

で考慮することを述べています。 

製品・製造工程の不適合の迅速な検出とフィードバックのために、製品と製造工程の監視方法を明確にし

ます。 

 

 

 

7.3.3.1 製品設計からのアウトプット－補足 

製品設計からのアウトプットは,製品設計へのインプットの要求事項と対比した検証及び妥当性確認がで

きるような用語で表現しなければならない．Ｓ１１０製品設計からのアウトプットには,次の事項を含めなければ

ならない.Ｓ１１１ 

－ 設計FMEA,信頼性の結果 

－ 製品の特殊特性及び仕様書 

－ 適切な製品のポカヨケ 

－ 図面又は数値データを含む,製品の定義 

－ 製品のデザインレビューの結果 

－ 該当する場合は,故障診断のガイドライン 

7.3.3.2 製造工程設計からのアウトプット 

製造工程設計からのアウトプットは,製造工程設計へのインプットの要求事項と対比した検証及び妥当性

確認がで 

きるような用語で表現しなければならない.Ｓ１１２製造工程設計からのアウトプットには,次の事項を含めなけれ

ばならない.Ｓ１１３ 

－ 仕様書及び図面 

－ 製造工程フローチャート/レイアウト 

－ 製造工程FMEA 

－ コントロールプラン(7.5.1.1参照) 

－ 作業指示書 

－ 工程承認の合否判定基準 

－ 品質,信頼性,保全性及び測定性に関するデータ 

－ 適切なポカヨケ活動の結果 

－ 製品/製造工程の不適合の迅速な検出とフィードバックの方法 
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解説 

 

7.3.4.1 監視 

 

この項の"監視"(monitoring)とは、設計・開発が計画どおりに行われているか、効果的・効率的に行われてい

るかを確認すること、すなわち、設計・開発を1つのプロセスと見なして、その実施状況を監視することです。 

監視項目には、品質リスク、コスト、リードタイム、クリティカルパスなどの、設計プロセスの効率に関する項

目を含めます。 

 

１．設計・開発計画書通りの日程で、製品要求事項への適合やコストなどの目標を達成し、スムーズに量産に

移行するための監視である。 

２．通常のマネジメントレビューとは別に、新製品の設計・開発の流れの中で適切な段階を設定して、トップマ

ネジメントによるレビューを受ける。APQP でマネジメントレビューに相当する機会は、製品企画終了段階、

製品設計終了段階、工程設計終了段階、量産試作終了段階に位置づけられている。 

３．リスク分析として、目標通りの品質、信頼性、納期やコストで生産できるか。そのための生産体制、設備や

工程の準備が計画通り達成されているか、顧客への影響はないか、等を分析する。 

４．もしも問題があれば、トップマネジメントとして必要な資源の配置や挽回策のための支援が必要になる。 

 

 

解説 

 

7.3.6.1 設計・開発の妥当性確認 －補足 

 

設計・開発の妥当性確認は、製品設計と製造工程設計の両方について行います。妥当性確認は、特に製

品の生産開始時に行うとよく、工程能力調査のような手法の活用により、リスクを最小限に抑えることができ

ます。 

 

7.3.4.1 監視 

設計・開発の規定された段階での測定項目を定め,分析し,その要約した結果をマネジメントレビューへの

インプットとして報告しなければならない．Ｓ１１７ 

注記 測定項目は,品質リスク,コスト,リードタイム,クリティカルパス他を適切に含む. 

7.3.6.1 設計・開発の妥当性確認 －補足 

設計・開発の妥当性確認は,プログラムタイミングを含め,顧客要求事項に従って実施しなければならな

い .Ｓ１２３ 
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解説 

 

7.3.6.2 試作プログラム 

 

"試作プログラム"(prototype program)とは、顧客の試作計画を支援することです。顧客から要求された場合、

顧客向けの試作プログラムをもち、試作コントロールプランを作成します。試作は可能なかぎり、量産時と同一

の供給者・治工具・製造工程を使用します。 

 

 

 

 

 

 

解説 

 

7.3.6.3 製品承認プロセス 

 

製品承認プロセス(production part approval process)とは、量産品に対する顧客の承認を取得する手続

きのことです。"顧客の製品承認プロセス"と考えるとよいでしょう。 

製品承認プロセスは、顧客が承認した製品承認プロセスに従い、製品と製造工程のほか、供給者にも適

用されます。 

米国ビッグスリーの場合は、製品承認プロセス(PPAP)参照マニュアルに従います。 

PPAP のように顧客が規定したプロセス(手順)がある場合には、組織はそれに従う必要があります。顧客

が規定した手順がない場合には、PPAP などの一つに従うか、別途定めて顧客に認めてもらえばよいでしょ

う。  

供給者に適用する際は、顧客に対する手順と同じものが望ましいですが、別途組織で決めて顧客に承認

してもらう方法があります。 

7.3.6.2 試作プログラム 

顧客から要求された場合,組織は試作プログラム及び試作コントロールプランをもたなければならない.Ｓ１２４ 

組織は,可能な限り,量産時と同一の供給者,治工具及び製造工程を使用しなければならない.Ｓ１２５ 

すべての性能試験業務について,タイムリーな完了及び要求事項への適合について監視しなければなら

ない.Ｓ１２６ 

これらの業務はアウトソースしてもよいが,組織は,技術的なリーダーシップをとることを含めて,アウトソース

した業務に対して責任をもたなければならない.Ｓ１２７ 

7.3.6.3 製品承認プロセス 

組織は,顧客に認められた製品及び製造工程の承認手順に適合しなければならない.Ｓ１２８ 

注記 製品承認は,製造工程が検証された後で実施することが望ましい． 

 

この製品及び製造工程承認の手順は,供給者にも適用しなければならない.Ｓ１２９ 
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７．４ 購買プロセス 

 

 

 

 

解説 

 

7.4.1.1  法令・規制への適合 

 

製品に使用されるすべての購買製品は、適用される法規要求事項に適合することを(例えばMSDSなどで)

確認します。 

製造国の法令・規制に関しては、組織として知ることが可能ですから、対応することが必要ですが、仕向け

国の法令・規制に関しては、知ることが可能でない場合もあるため、顧客から要求があった場合に従えばよ

いでしょう。 

 

１．自動車の場合、構成する部品や材料に関して安全性や環境など、非常に多くの法令・規制要求事項があ

る。組織が提供する製品は当然として、製品に組込んだり、製造工程で使用するために購買する材料、油

脂類、液剤などの副資材についても、すべて法令・規制要求事項に適用させることが要求されている。 

２．対象となる法令・規制要求事項に関する情報を顧客の設計や技術部門から入手することと合わせて、購

買する製品や材料、副資材などに関して組織として確認する責任部門を決めて実施するとよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1.1  法令・規制への適合 

製品に使用される,すべての購買製品又は材料は,適用される法令・規制要求事項に適合しなければなら

ない.Ｓ１３９ 
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解説 

 

7.4.1.2 供給者の品質マネジメントシステムの開発 

 

供給者の品質マネジメントシステムの開発の対象となる供給者は、自動車用の生産部品・サービス部品を

製造する供給者の生産事業所、すなわち製造メーカーです。すべての供給者ではありません。 

最終目標は、ISO/TSl6949 への適合で、そのためにまず最初は ISO9001 に適合するようにします。そして、

供給者の ISO/TSl6949 への適合を到達目標とするスケジュールを明確にします。 

なお、ISO/TSl6949 規格に対する公式解釈(sanctioned interpretations)によって、供給者の品質マネジメ

ントシステムの開発に関して、供給者がその規模などの理由によって ISO9001 認証取得が不可能な場合に

は、組織による第二者監査で ISO9001 への適合を確認すればよいことになりました。 

また、特別指定小規模供給者であれば、要求事項の一部を免除することができます。 

最終目標は、"ISO/TS16949 への適合"で、ISO/TS16949 認証の取得ということではありません。ISO9001

の場合と同様、第二者監査によって適合を証明し、顧客に承認してもらう方法もあります。 

ISO/TSl6949 の公式解釈では、組織が供給者に対して行う第二者監査の条件に関して述べています。 

 

ISO/TS16949:2009 公式解釈 

●組織は、供給者がこのTSに適合することを到達目標として、供給者の品質マネジメントシステムの開発を 

実施しなければならない。第三者認証機関により、又は第二者監査プロセスを通じて実証される

ISO9001:2008 への適合は、この到達目標の最初の段階である。 

●組織による第二者監査のプロセスは、計画、供給者の準備状態及び供給者の成果を含む実施状況の証

拠を含み、自動車産業のプロセスアプローチに従っていなければならない。 

●組織は、第二者監査を行った監査員の力量を実証しなければならない。 

●監査報告書は、記録として維持しなければならない。 

注記 IATF審査員ガイド、ISO17021 及び ISO19011 が手引きとなる。 

●初回監査後、第二者監査は、少なくとも毎年行わなければならない。この開発に対する供給者の優先順

位は、例えば、供給者の品質実績及び供給される製品の重要性によって決まる。 

●組織は、ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009 の規定要素から除外してよい"特定の小さな供給者"に対する

決定の基準を定めなければならない。 

●定めた基準と決定の記録に従って、維持しなければならない。ここでの"小さな"は、自動車産業に、又は、

組織に供給されるボリュームを参考とする。 

7.4.1.2 供給者の品質マネジメントシステムの開発 

組織は,供給者がこのTSに適合することを到達目標として,供給者の品質マネジメントシステムの開発を実

施しなければならない. Ｓ１４０ISO9001:2008(JIS Q 9001:2008)への適合は,この到達目標の最初の段階である. 

注記  この開発に対する供給者の優先順位は,例えば,供給者の品質実績及び供給される製品の重要性によって決まる. 

顧客が他に規定しない場合,組織に対する供給者は,認定された第三者認証機関によって,ISO 

9001:2008(JIS Q9001:2008)の第三者認証を受けなければならない.Ｓ１４１ 
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OEM へ直接納入する組織は、第二者監査の要求事項について、OEM 車両メーカの顧客固有要求事項を

参照する。 

●ISO9001：2008 と ISO／TS16949：2009への移行の間は、ISO9001：2000 と ISO／TS16949：2002の認証書

は、受入可能とみなさなければならない。 

 

 

 

＊この項は特に解説はありません。 

 

 

＊この項は特に解説はありません。 

 

 

解説 

 

7.4.3.2 供給者の監視 

 

１．供給者の"成果を含む実施状況"は、4 つの指標によって監視することを要求している。さらに、供給者の

自主活動を促す意図から、供給者自らが結果系の実績だけではなく、その原因系となる製造工程の成果

を含む実施状況も監視するよう要求している。 

  ①納入された製品の要求事項への適合→納入不良率、不良件数、特別採用件数など 

  ②市場からの返却を含む顧客が被った迷惑→市場クレーム件数、部品返却数、顧客の操業中断時間等 

  ③納期実績→納期遵守率、納期遅延件数、特別輸送費等 

  ④顧客からの特別通知→品質、納期に関する特別の指摘、通知等 

２．供給者に対して適切な製造工程の成果を含む実施状況の管理指標を設定し、監視方法を指示すると共に、

組織として監視する方法を定める。Q、C、D の観点で管理指標を設定すると良い。 

 

7.4.1.3 顧客に承認された供給者 

契約(例 顧客の設計図面,仕様書)で規定されている場合,組織は,承認された供給者から,製品,材料又は

サービスを購入しなければならない.Ｓ１４２ 

治工具/ゲージの供給者を含めて,顧客指定の供給者を使用することは,購買製品の品質を確実にする組

織の責任を軽減するものではない.Ｓ１４３ 

7.4.3.1 要求事項への購買製品の適合 

組織は,次の方法を一つ以上用いて,購買製品(7.4.3 参照)の品質を保証するプロセスをもたなければなら

ない.Ｓ１４８ 

－ 組織が行う統計データの受領及び評価 

－ 実績に基づく抜取りのような,受入検査及び/又は試験 

－ 供給者のサイトにおける第二者,若しくは第三者の審査又は監査,これには受入可能な納入製品の要

求事項への適合の記録を伴う. 

－ 指定された試験所による部品評価 

－ 顧客が同意した他の方法 

7.4.3.2 供給者の監視 

供給者の成果を含む実施状況は,次の指標によって監視しなければならない.Ｓ１４９ 

－ 納入された製品の要求事項への適合 

－ 市場からの返品を含む顧客が被った迷惑 

－ 納期実績(特別輸送費が発生する不具合を含む.) 

－ 品質又は納期問題に関する,顧客からの特別通知 

組織は,供給者が自ら製造工程の成果を含む実施状況を監視することを促進しなければならない．Ｓ１５０ 
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解説 

 

7.5.1.1 コントロールプラン 

 

ISO/TSl6949 では、コントロールプラン(control p lan)の作成を求めています。製造とその管理は、

コントロールプランに従って行います。 

ISO/TSl6949 では、品質マニュアルと並んで重要な文書が、コントロールプランといえるでしょう。

コントロールプランの項目は、下図に示す通りとなります。 

量産試作段階および量産段階のコントロールプランを作成します。量産試作コントロールプランン

は、設計 FMEA にもとづいて、また量産コントロールプランは、プロセス FMEA にもとづいて作成しま

す。また試作段階のコントロールプランは、7.3.6.2 項で述べたように、顧客の要求がある場合に必

要となります。 

コントロールプランでは、製造工程の管理手段と特殊特性の監視方法、プロセスが不安定また

は能力不足になった場合の対応計画などを明確にします。したがって、管理図や工程能力指数の

管理などについても、コントロールプランに含めることが必要です。 

コントロールプランは、適切に見直しを行い、常に最新の内容にしておくことが必要です。またコン

トロールプランは、レビューまたは更新の後、顧客による承認が要求されることがあります。 

コントロールプランに含める項目は、ISO/TSl6949 規格附属書 A に記載されています。また

ISO/TS16949 規格では、附属書 A に記載された以外の項目についても、コントロールプランで明確

にすることを求めています。 

コントロールプランに記載された測定システムに対して、測定システム解析(MSA)を実施すること

が必要です。コントロールプランは、いわゆる QC 工程図に相当するものですが、一般的な QC 工程

図との相違点は、コントロールプランには、下図に記載した項目が含まれることといえるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1.1 コントロールプラン 

組織は,次の事項を行わなければならない.Ｓ１５３ 

－ 供給する製品に対して,システム,サブシステム,構成部品及び/又は材料の各レベルでのコントロール 

プラン(ISO/TS16949の附属書A参照)を作成する. これには,部品を製造する工程同様,バルク材料を製

造する工程を含む. 

－ 設計FMEA及び製造工程FMEAの結果を考慮した,量産試作段階及び量産段階のコントロールプラン 

をもつ. 

－ コントロールプランは,次の事項を満たさなければならない. 

－ 製造工程管理に使用される管理手段を記載する. 

－ 顧客及び組織の双方で定められた特殊特性(7.3.2.3参照)に対してなされる管理の監視方法を含める. 

－ もしあれば,顧客から要求された情報を含める. 

－ 製造工程が不安定又は統計的に能力不足になった場合は,規定された対応計画(8.2.3.1参照)を開始 

する. 

－ コントロールプランは,製品,製造工程,測定,物流,供給者又はFMEAに影響する,あらゆる変更が発生し 

た場合,レビューし,更新しなければならない(7.1.4参照). 
注記 コントロールプランは,レビュー又は更新の後に,顧客による承認が要求されることがある. 
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コントロールプランの必要条件 

 

コントロールプランに含める項目 

 

 

コントロールプランの事例 
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解説 

 

7.5.1.2 作業指示書 

 

品質に影響する工程の作業指示書(work instruction)を作成します。作業指示書の形式としては、プロセスフ

ロー図、検査指示書、標準作業指示書、図面などがあります。 

作業指示書は、品質計画書およびコントロールプランにもとづいて作成します。 

作業指示書の記載内容は下図に示すようになります。 

作業指示書は、職場で作業者が利用できるようにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1.2 作業指示書 

組織は,製品要求事項への適合に影響する工程の作業に責任をもつすべての従業員に対する作業指示

書を作成しなければならない. Ｓ１５４この指示書は,職場で利用できなければならない. Ｓ１５５この指示書は,品

質計画書,コントロールプラン及び製品実現プロセスのような情報源から作成しなければならない．Ｓ１５６ 
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解説 

 

7.5.1.3 作業の段取り替えの検証 

 

段取り替えの検証とは、仕事のセットアップ、すなわち例えば、作業の立ち上げや材料を変更したときの確

認、および金型などの治工具を交換したり、休止していた設備を再稼働した場合などに、設備の立ち上げ時の 

確認を行うことで、条件出しの検証のことです。 

段取り替えの検証の方法には、下図に示すように、"統計的手法の利用"や、"前回操業の最終製品のデー

タとの比較"などがあります。すなわち段取り替え検証の目的は、前回の実績のある(安定した)工程と比較する

ことであって、単に製品規格の範囲に入っていることの確認ではありません。 

したがって、前回の実績のある製造工程が安定していることが前提であることはいうまでもありません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1.3 作業の段取り替えの検証 

作業の立上げ,材料変更,作業変更などが実施される場合は,その都度,作業の段取り替えを検証しなけれ

ばならない. Ｓ１５７ 作業指示書は段取り替え要員が利用できなければならない．Ｓ１５８組織は,適用可能な場

合には,検証に統計的方法を用いなければならない.Ｓ１５９ 
注記 前回操業の最終部品との比較を推奨する. 
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解説 

 

7.5.1.4 予防保全及び予知保全 

 

１．設備の保全は、操業度や生産面だけでなく品質面でも非常に重要な要素である。そのための「総合的保

全システム」を開発することを要求しており、具体的な保全の目標値を設定し、評価し、改善することも要

求している。 

２．主要製造設備の交換部品の入手性 1 設備停止による生産への影響が大きい設備、又は入手に時間が

かかる交換用部品については、在庫管理の手順を決めて、必要なときにすぐに使える状態にしておく必要

がある。 

３．保全目標の文書化、評価及び改善:保全目標として、設備総合効率、設備故障件数、チョコ停件数、

MTBF(平均故障間隔動作時間)、MTTR(平均修復時間)などの目標値を決めてデータの監視及び評価を行

う。 

４．予知保全は、例えば設備の回転部分の振動、摩耗量、温度上昇、異音などの設備劣化や故障の予兆を

事前に検知して事前に保全を行うことである。 

 
 

 

7.5.1.4 予防保全及び予知保全 

組織は,主要な工程設備を明確にして,機械/設備の保全のために経営資源を投入し,効果的に計画された

総合的予防保全システムを開発しなければならない.Ｓ１６０ 少なくとも,このシステムには次の事項を含めなけ

ればならない.Ｓ１６１ 

－ 計画された保全活動 

－ 設備,治工具及びゲージの包装並びに保存 
－ 主要製造設備の交換部品の入手性 
－ 保全目標の文書化,評価及び改善 

組織は,生産設備の有効性及び効率を継続的に改善するために,予知保全の方法を利用しなければならな

い．Ｓ１６２ 
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解説 

 

7.5.1.5 生産治工具の運用管理 

 

１．金型、治工具、ゲージ類の準備及び保全、取扱いなどの管理は、製品の加工や組立の寸法精度の確保

など、製造品質を保証する上で非常に重要な要素である。 

２．生産治工具の管理システムを確立し、実施するために必要な 7 項目が規定されている。これらの管理シ

ステムを「治工具管理規定」「製造設備管理規定」などに文書化する。 

３．保全要員については、力量を明確にして教育・訓練をし、力量を持った人を配置する。資格認定すること

も一つの方法である。 

４．劣化しやすい治工具には、切削用チップ、バイト、ドリル、砥石などが該当するが、これらは加工品質の影

響を考慮し、交換頻度などを含めた交換プログラムを決めて実施する。 

 

 

 

解説 

 

7.5.1.6 生産計画 

 

生産計画は、ジャストインタイム(just in time JIT)の受注生産方式(リーン生産システム)を基本とします。 

これは、顧客発注ベースの引っ張り生産方式、すなわちトヨタ方式に相当すると考えるとよいでしょう。 

また、工程の生産情報にアクセス可能な情報システムの採用を求めています。これは、顧客から注文を受

けた製品が、現在生産のどの段階にあるかがわかる情報システムです。したがって、生産計画の対象は、単

に生産予定だけでなく、生産途中の生産状況がわかるようにすることが必要でしょう。 

 

 

7.5.1.5 生産治工具の運用管理 

組織は,治工具及びゲージの設計,製作及び検証活動に対して資源を提供しなければならない.Ｓ１６３ 

組織は,次の事項を含めて,生産治工具の運用管理システムを確立し,実施しなければならない.Ｓ１６４ 

－ 保全及び補修用施設並びに要員 

－ 保管及び補充 

－ 段取り替え 

－ 劣化しやすい治工具の交換プログラム 

－ 技術変更レベルを含め,治工具設計変更の文書化 

－ 治工具の修正及び文書の改訂 

－ 生産中,修理中又は廃却のような,状況を明確にする治工具の識別 

組織は,いずれかの作業がアウトソースされている場合は,これらの活動を監視するシステムを実施しなけ

ればならない.Ｓ１６５ 

注記 この要求事項は,車両サービス部品の治工具の利用にも適用する. 

7.5.1.6 生産計画 

生産は,受注生産方式に対応し,キーとなる工程の生産情報にアクセスできる情報システムによって支援さ

れたジャストインタイムのような顧客要求事項を満たすように,計画しなければならない.Ｓ１６６ 

あどばる経営研究所／A.V.MANAGEMENT 



39 
 

 

解説 

 

7.5.1.7 サービスからの情報のフィードバック 

7.5.1.8 サービスに関する顧客との合意契約 

 

これらの 2項目は、いずれもサービスに関するものですが、そのサービスの内容は異なります。 

箇条 75.1.7 の“サービスからの情報のフィードバック”は、例えば自動車の修理工場などの、外部のサービ

ス部門からの情報を、組織の製造・技術・設計部門などにフィードバック(feedback)することを述べています。 

外部のサービス部門からの情報のフィードバックと考えるとよいでしょう。 

これらの手順を決めて実施します。 

 

一方、7.5.1.8 の“サービスに関する顧客との契約”は、アフターサービス(afterservice)業務に関する顧客と

の契約がある場合のことです。 

この場合には、例えば修理などのアフターサービスに関して、組織のサービスセンターの活動の有効性、

特殊治工具・測定装置の有効性、およびサービス要員の教育・訓練の有効性を検証します。 

アフターサービスに関する顧客との契約がある場合の要求事項と考えるとよいでしょう。 

 

 
 

] 

 

 

解説 

 

7.5.2.1 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 －補足 

 

ISO9001 では、プロセスの妥当性確認の対象プロセスを組織が決めることになりますが、ISO/TSl6949 で

は、コントロールプランで規定したすべての製造プロセスに対して、その妥当性を証明することを求めていま

す。 

7.5.1.7 サービスからの情報のフィードバック 

サービス問題に関する情報を,製造,技術及び設計活動に伝達する手順を定め,維持しなければならない. 
Ｓ１６７ 

注記 7.5.1.7に"サービスの問題"を追加する意図は,組織外で発生する不適合に組織が気付くことを確実にするためである. 

7.5.1.8 サービスに関する顧客との合意契約 

サービスに関する顧客との合意契約がある場合,組織は次の事項の有効性を検証しなければならない. 
Ｓ１６８ 

－ 組織のあらゆるサービスセンター 

－ あらゆる特殊治工具又は測定機器 

－ サービス要員の教育・訓練 

7.5.2.1 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認 －補足 

要求事項7.5.2は,製造及びサービス提供に関するすべてのプロセスに適用しなければならない.Ｓ１７２ 
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解説 

 

7.5.3.1 識別及びトレーサビリティ －補足 

 

ISO/TSl6949 では、製品実現の全過程において、製品の識別が必要です。 

なお自動化ラインの場合は、下図に示すように、特別な検査・試験状態の識別は不要です。 

トレーサビリティは、自動車のリコールが必要になった場合には特に重要です。 

 

 

 

 

 

＊この項に関する解説は特にありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.3.1 識別及びトレーサビリティ －補足 

この規格では, 上記7.5.3の"必要な場合には"は,適用しない.Ｓ１７６ 
 

7.5.4.1 顧客所有の生産治工具 

顧客所有の治工具,製造,試験,検査治工具及び設備は,各品目の所有者を目視で判別できるように,恒久

的な表示をしなければならない．Ｓ１８０ 
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解説 

 

7.5.5.1 保管及び在庫管理 

 

在庫回転率を最適化するため」先入れ先出しのような、在庫の回転を保証する在庫管理システムを用い

ます。また旧式となった製品は、不適合製品として管理します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.5.1 保管及び在庫管理 

劣化を発見するために,保管中の製品の状態は,適切に計画された間隔で評価しなければならない.Ｓ１８４ 

組織は,在庫回転時間を最適化するため,及び"先入れ先出し"(FIFO)のような,在庫の回転を保証するため

に,在庫管理システムを用いなければならない.Ｓ１８５旧式となった製品は,不適合製品と同様な方法で管理しな

ければならない.Ｓ１８６ 
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解説 

 

7.6.1 測定システム解析 

 

測定機器の校正だけでなく、測定装置、測定者、測定環境など測定システム全体に存在するバラツキを解

析するために、測定システムの統計的調査すなわち"測定システム解析"(measurement system analysis 

MSA)を実施します。 

測定システム解析は、コントロールプランに記載された各測定システムについて実施します。 

使用する測定システム解析の方法と合否判定基準は、測定システム解析に関する MSA 参照マニュアル

に従います。顧客が承認した場合は、他の解析方法および合否判定基準を使用してもかまいません。 

測定システムの変動の種類のなかで、偏り、安定性および直線性については、校正または検証で対処す

ることも可能ですが、繰返し性、再現性およびその組合せであるゲージ R&R については、MSA 参照マニュア

ルで規定された解析手法が必要となります。 

なお MSA は、通常年 1回など、定期的に実施するようにします。 

ます。 

 

 

 

 

 

＊この項に関する解説は特にありません。 

7.6.1 測定システム解析 

各種の測定機器及び試験装置システムの結果に存在するばらつきを解析するため,統計的調査を実施し

なければならない.Ｓ１９７ この要求事項は,コントロールプランに引用されている測定システムに適用しなけれ

ばならない.Ｓ１９８ 

使用する解析方法及び合否判定基準は,測定システム解析に関する顧客レファレンスマニュアルに適合し

なければならない.Ｓ１９９ 顧客が承認した場合は,他の解析方法及び合否判定基準を使用してもよい.Ｓ２００ 

 

7.6.2 校正/検証の記録 

従業員及び顧客所有の機器を含め,定められた要求事項に製品が適合する証拠を提供するのに必要な,

すべてのゲージ,測定機器及び試験装置に関する校正/検証活動の記録には,次の事項を含めなければなら

ない.Ｓ２０１ 

－ 機器の校正に用いた測定標準も含めた,機器の識別 

－ 技術変更による改訂 

－ 校正/検証のために受領したときの,校正規格外れの値 

－ 校正規格外れによる影響に対する審査 

－ 校正/検証後の校正規格への適合の記述 

－ 疑わしい製品又は材料が出荷された場合の顧客への通知 
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解説 

 

7.6.3.1 内部試験所 

 

"試験所"(laboratory)とは、製品の検査・試験および測定機器の校正を行う施設です。 

試験所のうち、ISO/TSl6949 の適用範囲に含まれる施設が内部試験所で、適用範囲に含まれない施設が

外部試験所となります。 

社内(内部)試験所の適用範囲(laboratory scope)とその手順を文書化します。 

試験所の適用範囲とは、実施する試験(検査・校正を含む)の項目、試験の基準、試験方法、要員の資格、

設備のリスト、試験サンプルの処理手順、報告書様式などを文書化した試験所のマニュアルと考えるとよい

でしょう。 

 

7.6.3.2 外部試験所 

 

外部の試験所は、次のいずれかを満たすことが必要です。 

①外部試験所の適用範囲が明確になっており、顧客の承認の証拠(記録)があること。 

②試験所が、ISO/IEC17025 またはこれと同等の基準に認定されていること。 

③当該装置の校正サービスに資格のある外部試験所を利用できない場合は、装置製造業者が実施する

ことが可能です。その場合は、箇条 7.6.3.1 の内部試験所の要求事項を満たすことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.3 試験所要求事項 

7.6.3.1 内部試験所 

組織内部の試験所施設は,要求された検査,試験又は校正サービスを実施する能力を含み,適用範囲が定

められていなければならない. Ｓ２０２この試験所適用範囲は,品質マネジメントシステム文書に含めなければ

ならない.Ｓ２０３ 

試験所は,技術要求事項として最小限,次の事項を規定し,実施しなければならない.Ｓ２０４ 

－ 試験所の手順の適切性 

－ 試験所要員の力量 

－ 製品の試験 

－ 該当するブロセス規格(ASTM,EN など)に合わせて,サービスを正確に実施する能力 

－ 関連する記録のレビュー 

注記 ISO/IEC17025(JIS Q 17025)に認定されることは,組織の試験所がこの要求事項に適合していることの実証になる.  

しかし,それは必須ではない. 

7.6.3.2 外部試験所 

組織が検査,試験又は校正サービスに使用する,外部の/商用の/独立の試験所の施設は,要求された検

査,試験又は校正サービスを実施する能力を含み,試験所適用範囲が定められ,次の事項のいずれかを満た

さなければならない.Ｓ２０５ 

－ 外部試験所が顧客に受け入れられることができるとの証拠がなければならない. 

又は, 

－ 試験所は,ISOIIEC17025(JISQ17025)又はこれと同等の国内基準に認定されていなければならない. 

注記 1 例えば,顧客の審査又は顧客が認めた第二者審査で,その試験所が,ISO/ IEC17025(JISQ17025)又はこれ 
と同等の国内基準を満たすと認められた場合,そのような証拠が実証される. 

注記 2 当該機器の校正サービスに資格のある試験所を利用できない場合は,機器製造業者が実施してもよい. そのような 

場合は,組織は,7.6.3.1 に列挙した要求事項を満たすことを確実にすることが望ましい。 
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８．測定、分析及び改善 

 

解説 

 

8.1.1 統計的ツールの明確化 

 

品質マネジメントシステムの各プロセスで用いる統計的ツール(statistical technique 統計的手法)は、先行製

品品質計画(APQP)を実施する際に決定し、コントロールプランに含めます。 

各プロセスに適用可能な統計的手法とその活用方法の詳細については、SPC 参照マニュアルに記載されて

います。 

よく使われる統計的手法には、製品適合性の監視に使用される QC 七つ道具のほか、工程レベルの監視に

使用される管理図や工程能力指数(Cp、Cpk)などがあります。 

 

8.1.2 基本的統計概念の知識 

 

バラツキ、管理(安定性)、工程能力、オーバーアジャストメント(over-adjustment 過剰調整)のような統計的

手法の基本的概念は、組織全体にわたって理解され、利用されるようにします。 

 

統計的手法の例 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.1 統計的ツールの明確化 

各プロセスで用いる適切な統計的ツールは,先行品質計画時に決定し,コントロールプランに含めなければ

ならない.Ｓ２０８ 

8.1.2 基本的統計概念の知識 

ばらつき,管理(安定性),工程能力及びオーバーアジャストメントのような基本的統計概念は,組織の全体に

わたって理解され,利用されなければならない.Ｓ２０９ 
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解説 

 

8.2.1.1 顧客満足一補足 

 

内部と外部双方の顧客を考慮します。これは、ISO/TSl6949 が、顧客志向プロセス(customer 

oriented process、COP)にもとづいたプロセスアプローチを重視しているためです。 

顧客満足度を監視するために、製品実現プロセスのパフォーマンスを継続的に評価します。 

また、製品の品質とプロセスの効率が顧客要求事項に適合していることを証明するために、製造

工程のパフォーマンスを監視します。 

顧客から見える製品実現プロセスのパフォーマンスの監視指標以外に、顧客からは見えない製

造工程のパフォーマンスの監視・指標が含まれていることが、ISO/TS16949 の特徴です。 

なお、納期実績の監視に関係した特別輸送費の発生は、品質やコストと同様に顧客満足に直

接影響を与えます。納期実績には、納期の再調整の回数などを含めることができます。 

リコール(recall)のような市場での重大品質問題、または納入製品の重大な品質問題が発生す

ると、自動車メーカーは発注を一時凍結することがあります。このような事態に発行されるのが"特

別通知"です。そしてこのような状態は特別状態と呼ばれます。 

 

 

 

 

8.2.1.1 顧客満足一補足 

実現プロセスの成果を含む実施状況の継続的評価を通じて,組織の顧客満足を監視しなければならない.
Ｓ２１２ 

成果を含む実施状況の指標は,客観的なデータによって裏付けられ,次の事項を含めなければならない. 
Ｓ２１３ 

しかし,これらに限定されるものではない. 

－ 納入した部品の品質実績 

－ 市場からの返品を含む,顧客が被った迷惑 

－ 納期実績(特別輸送費が発生する不具合を含む.) 

－ 品質又は納期問題に関する,顧客からの通知 

組織は,製品品質及びプロセス効率に対する顧客要求事項への適合を実証するために,製造工程の成果

を含む実施状況を監視しなければならない.Ｓ２１４ 
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解説 

 

8.2.2.1 品質マネジメントシステム監査 

8.2.2.2 製造工程監査 

8.2.2.3 製品監査 

 

品質マネジメントシステム監査、製造工程監査および製品監査の 3種類の内部監査を、あらか

じめ定められた間隔で実施します。 

◇品質マネジメントシステム監査(quality management system audit) 

ISO/TSl6949 では、すべての要求事項について監査します。すなわち顧客固有の要求事項を

含みます。 

◇製造工程監査(manufacturing process audit) 

製造工程の有効性を判定するため、すなわち製造工程が、コントロールプランに従って、適切

に実施され管理されているかどうかを検証するために、個々の製造工程を監査します。 

①製造工程の有効性を判定するためには、各製造工程がコントロールプラン及び関連する作

業手順に基づいて実施されていることと併せて、各工程での成果を含む実施状況の目標や

事業計画の品質目標が達成されていることを監視する。 

②製造工程監査も内部監査であり、監査を受ける工程の担当部門から独立した監査員が実

施する必要がある。 

③製造工程には、設備の維持管理、工程パラメータの管理、変更管理、検査、試験、識別、製

品の取扱いや保管、不適合製品の管理など、製品品質に直接影響する要求事項がある。

特にこれらの記録やデータの実績も監査でのポイントになる。 

④さらに工程内検査や製品検査で発見された不適合に対して、再発防止につながる適切な是

正処置が実施され、結果として工程内不良率や検査合格率が改善されていることがポイント

になる。 

◇製品監査(product audit) 

製品が要求事項に適合していることを検証するために、定期的に製品を検査することを製品監

査と呼びます。製品監査では、製品寸法、機能、包装、ラベリングを含む、すべての要求事項

への適合性を検証します。 

①製品監査は、コントロールプランに基づいて製造、検査され、リリースが可能と判定された製

品が、規定要求事項を満たしていることを内部監査として実施することである。直接その作

業や検査した人と異なる人が実施する。 

②製品寸法、機能、包装、ラベルなど全ての規定要求事項を監査するので、製品の内容によ

って適切な段階で実施すればよい。つまり、梱包やラベル表示が終了し、出荷検査合格にな

った段階で行う内容や、その前段階で行う内容など、監査する内容に適した段階で実施す

る。 

③内部監査であるので、監査の頻度や抜き取り方法、監査項目など、監査の手順を決めて実

施する必要がある。 

 

 

 

 

8.2.2.1 品質マネジメントシステム監査 

組織は,このTS及び追加されたあらゆる品質マネジメントシステム要求事項に適合していることを検証する

ために,組織の品質マネジメントシステムを監査しなければならない.Ｓ２２４ 

8.2.2.2 製造工程監査 

組織は,その有効性を判定するために,個々の製造工程を監査しなければならない.Ｓ２２５ 

8.2.2.3 製品監査 

組織は,製品寸法,機能,包装,ラベリングのような,すべての規定要求事項への適合を検証するために,生産

及び引渡しの適切な段階で,定められた頻度によって製品を監査しなければならない.Ｓ２２６ 
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解説 

 

8.2.2.4 内部監査の計画 

 

この項では、内部監査の計画と内部監査チェックリストについて述べています。 

内部監査の計画は、品質マネジメントシステム監査だけでなく、製造工程監査と製品監査を含

めたものとします。 

内部監査は、すべてのプロセス、活動、シフト(交替勤務)に対して実施します。 

内部監査の計画のインプットには、下図に示す事項を含めるようにします。 

また、チェックリストをそれぞれの監査で使用します。チェックリストを記録として保管します。 

 

 
 

8.2.2.5 内部監査員の適格性確認 

 

ISO/TS16949 の要 求 事 項 を監 査 する資 格 を与 えられた内 部 監査 員 を認 定 します 。

ISO/TSl6949 だけでなく顧客固有の要求事項を考慮して、内部監査員の資格認定基準を決

めます。 

 

◇顧客固有の要求事項の例 

◆内部監査員は、ISO19011 のセクション 7.1-7.5(監査員の力量)で推奨されるように、QMS 適

用のために適格性確認(資格認定)されるべきである。 

◆さらに内部監査員は、プロセスアプローチ監査(ISO/TS16949:2002 のセクション 0.2 を参照)、

コアツール(PPAP、APQP、MSA、SPC 及び FMEA を含むリファレンスマニュアル)、GM 顧客要

求事項を理解し、適用する力量を持つべきである。 

8.2.2.4 内部監査の計画 

内部監査は,品質マネジメントに関連するすべてのプロセス,活動及びシフト(直)を対象とし,年次計画に従

って予定されなければならない.Ｓ２２７ 

内部/外部の不適合又は顧客からの苦情が発生した場合には,監査の頻度は適切に増やさなければなら

ない.Ｓ２２８ 

注記 具体的なチェックリストをそれぞれの監査で使用することが望ましい. 

8.2.2.5 内部監査員の適格性確認 

組織は,このTSの要求事項を監査する為に適格性確認された内部監査員をもたなければならないＳ２２９

(6.2.2.2参照). 
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解説 

 

8.2.3.1 製造工程の監視及び測定 

 

製造工程が安定しているか、工程能力があるか、製品承認プロセス(PPAP)要求事項を満たし

ているかの確認のために、製造工程が、コントロールプランや工程フロー図どおりに実施されてい

るかどうかの監視・測定を行います。 

 

 

8.2.3.1 製造工程の監視及び測定 

組織は,すべての新しい製造工程(組立又はシーケンスを含む.)に関して,工程能力を検証し,工程管理に更

にインプットを追加するために,工程調査を実施しなければならない.Ｓ２３３ 工程調査の結果は,適用可能な場

合には,生産,測定及び試験の手段,並びに保全指示書の仕様書として文書化しなければならない. Ｓ２３４それ

らの文書には,合否判定基準と同様に,製造の工程能力,信頼性,保全性及び稼働率に対する目標を含めなけ

ればならない.Ｓ２３５ 

組織は,顧客の部品承認プロセス要求事項で規定された製造工程能力(C pk)*又は製造工程性能(P pk)*を

維持しなければならない. Ｓ２３６組織は,コントロールプラン及び工程フロー図が実施されることを確実にしなけ

ればならない.Ｓ２３７ 

これには次の規定事項の順守を含めなければならない.Ｓ２３８ 

－ 測定手法 

－ 抜取方式 

－ 合否判定基準 

－ 合否判定基準が満たされない場合の対応計画 

治工具の変更,機械の修理のような工程の重大な出来事は記録しなければならない.Ｓ２３９ 

組織は,統計的に能力不足又は不安定のいずれかを示す特性に対して,コントロールプランに記載された

対応計画を開始しなければならない。Ｓ２４０対応計画には,製品の隔離及び全数(100%)検査を適切に含めなけ

ればならない.Ｓ２４１ 

そして工程が安定し,必要な能力をもつようになることを保証するため,期限及び担当責任者を示した是正

処置計画を作成しなければならない.Ｓ２４２ この計画は,要求されている場合は,顧客とともにレビューし承認を

得なければならない.Ｓ２４３ 

組織は,工程変更の実効日付の記録を維持しなければならない．Ｓ２４４ 
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解説 

 

8.2.4.1 寸法検査及び機能試験 

 

 

 

１．寸法検査及び機能試験は、顧客の図面や規格で規定されている全ての製品寸法や機能が、

適合していることを検証するのが目的である 

(寸法検査 Layout inspection は、"全寸法検査"とも言われる)。 

２．全寸法検査の頻度は、クライスラー、フォードの場合、顧客要求事項の中で1年に1回実施す

ることを要求している。GM は、実施の頻度を指定していない。顧客固有の要求事項の内容を

確認して対応することになる。 

３．コントロールプランの管理方法に全寸法検査を実施することとして入れておく。 

４．顧客の確認のために、結果を提示できること。 

５．"注記"にある設計記録とは、設計図面、仕様書、規格など設計からのアウトプット文書であ

る。 

 

8.2.4.2 外観品目 

 

"外観品目"(appearance items)は、外観が重要で、顧客から外観品目として指定された製品

のことです。 

顧客から"外観品目"として指定された製品を製造する場合、照明などの適切な資源、必要な

マスター(標準見本)、資格認定された外観検査要員を準備します。 

◇ＰＰＡＰマニュアル／用語の定義：外観品目 

・車両の完成状態において目で見える部品。 

・顧客によっては、外観品目であることを図面に示す。 

この場合、量産部品(PPAP)提出に先立って外観(色、グレイン〔絞〕、テクスチヤー〔きめ/風

合い等の表面の感じのこと〕等)についての特別承認が必要である。 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.1 寸法検査及び機能試験 

寸法検査,並びに適用される顧客の材料規格及び性能規格に対する機能検証は,コントロールプランに規

定されたとおり,個々の製品について実施しなければならない.Ｓ２５０ その結果は,顧客がレビューのために利

用できなければならない.Ｓ２５１ 
注記 寸法検査は,設計記録に示されるすべての製品寸法を完全に測定することである 

8.2.4.2 外観品目 

顧客から"外観品目"として指定される製品を製造する場合,組織は次の事項を提供しなければならない. 
Ｓ２５２ 

－ 照明を含む,評価のための適切な資源 

－ 該当する場合,色,絞,光沢,金属性光沢,きめ/風合い,イメージの明瞭さ(DOI)のマスター 

－ 外観マスター,並びに評価設備の保全及び管理 

－ 外観評価要員が,力量があり,適格性確認されていることの検証 
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解説 

 

8.3.1 不適合製品の管理 －補足 

8.3.2 手直し製品の管理 

8.3.3 顧客への情報 

 

不適合製品の管理に関して、次のことが要求されています。 

①特定できない、または疑わしい製品は、不適合製品として管理する。 

②手直し指示書は作業要員が利用できること…作業現場で保管する。 

③不適合製品が出荷された場合は、顧客に速やかに通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1 不適合製品の管理 －補足 

未確認の,又は疑わしい状態の製品は,不適合製品として分類しなければならないＳ２５８(7.5.3参照). 

8.3.2 手直し製品の管理 

再検査要求事項を含む手直し指示書は,適切な要員が閲覧し,活用できるようにしなければならない.Ｓ２５９ 

8.3.3 顧客への情報 

不適合製品が出荷された場合には,顧客に対して速やかに通知しなければならない.Ｓ２６０ 
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解説 

 

8.3.4 顧客の特別採用 

 

製品や製造工程が現在承認されているものと異なる場合は、顧客の特別採用(concession)ま

たは逸脱許可(deviation permit)の承認を得ます。 

特別採用とは、要求事項に適合していない製品の使用またはリリースを認めることで、逸脱許

可とは、製品の要求事項からの逸脱を製品実現に先立ち認めることをいいます。 

完成品の出荷のほか、材料・部品の使用、工程内製品の次工程への引渡しも対象となります。

特別採用承認の満了日または数量の記録をとります。 

特別採用が満了する時には、もとのまたは新たな仕様書および要求事項に適合していることを

確実にします。 

特別採用にもとづいて出荷される製品は、各出荷容器上で適切に識別します。また、供給者

から特別採用の要請があった場合は、顧客に提出する前に、組織としてその内容を確認し承認

します。 

供給者からの特別採用の可否判断を、最初から顧客頼みにしてはいけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 顧客の特別採用 

組織は,製品又は製造工程が現在承認されているものと異なる場合は常に,その後の処理の前に顧客の

特別採用又は逸脱許可を得なければならない.Ｓ２６１ 

組織は,認可の満了日又は数量の記録を維持しなければならない. Ｓ２６２また,組織は,認可が満了するとき

には,元の又は新たな仕様書及び要求事項に適合していることを確実にしなければならない. Ｓ２６３ 

認可に基づいて出荷される部材は,各出荷容器上で適切に識別されなければならない. Ｓ２６４これは,購買

製品にも等しく適用する.組織は供給者からのあらゆる要請に対しては,顧客に提出する前に,承認しなけれ

ばならない.Ｓ２６５ 
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解説 

 

8.4.1 データの分析及び使用 

 

下図に示すように、各種の報告と意志決定のために、データの分析を行います。 

また、生産性、品質不良コスト、プロセスの効率と有効性、生産量および品質実績などの品質

および操業パフォーマンス(成果を含む実施状況)の傾向を、目標に対する進捗と比較して分析し

ます。 

データはまた、競合会社のものまたは適切なベンチマーク(benchmark)と比較します。 

ベンチマークとは、特定のプロセスまたは製品に対する最良の方法をいいます。 

 
 

 

 

8.4.1 データの分析及び使用 

品質及び操業の成果を含む実施状況の傾向は,目標に対する進ちょく(捗)と比較し,次の事項を支援する

活動を導かなければならない.Ｓ２６９ 

－ 顧客に関連する問題を速やかに解決するための優先順位の決定 

－ 現状分析,意思決定及び長期計画策定のための主要な顧客に関連する傾向及び相互関係の判定 

－ 使用状況から生じた製品情報についてタイムリーに報告するための情報システム 

注記 データは,競合会社のもの及び/又は適切なベンチマークと比較することが望ましい. 
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解説 

 

8.5.1.1 組織の継続的改善 

 

継続的改善の手順を決めることを求めています。 

 

8.5.1.2 製造工程改善 

 

製品特性と製造工程特性(工程パラメータ)のバラツキを継続的に改善することを要求していま

す。 

また、ISO/TS16949 では、"是正処置は継続的改善ではない"と、是正処置と継続的改善を区

別しています。発生した不適合の再発を防止するのが是正処置であり、工程能力のある状態

をさらに良くするのが継続的改善です。 

 

 

8.5.1.1 組織の継続的改善 

組織は,継続的改善のためにプロセスを定めなければならない.Ｓ２７１ 

8.5.1.2 製造工程改善 

製造工程改善は,製品特性及び製造工程パラメータにおけるばらつきを管理し,低減することに,継続的に

焦点を合わせなければならない.Ｓ２７２ 

注記1 管理特性は,コントロールプランに記述する. 

注記2 製造工程が能力をもち,かつ,安定する,すなわち製品特性が予測可能で顧客要求事項を満たすようになってから,継続 

的改善が行われることになる. 
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解説 

 

8.5.2.1 問題解決 

 

問題解決(problem solving)とは、根本原因を究明して取り除くための、問題を解析する系統的

プロセス(手順)のことです。 

問題解決の手順に含める内容には、問題の確認、対象ロットの特定、根本原因の究明、是正

処置の有効性の検証などがあります。すなわち問題解決とは、不適合に対する修正・是正処置

と考えるとよいでしょう。なぜなぜ分析なども、問題解決の方法です。 

顧客指定の問題解決書式がある場合はそれを使用します。 

 

8.5.2.2 ポカヨケ 

 

是正処置においてポカヨケ(error proofing)を行います。 

 

8.5.2.3 是正処置の水平展開 

 

実施された是正処置を、他の類似のプロセスまたは製品に対して適用します 

 

8.5.2.4 受入拒絶製品の試験/分析 

 

顧客から受入を拒絶された製品を分析し、是正処置(再発防止)を行います。 

また、顧客の受入拒絶製品の分析のサイクルタイム(所要期間)を最小にします。 

 

 

8.5.2.1 問題解決 

組織は,根本原因の特定及び除去を導く問題解決のための定められたプロセスをもたなければならない．
Ｓ２７５ 

顧客の指定する問題解決の書式がある場合,組織はその書式を使用しなければならない.Ｓ２７６ 

8.5.2.2 ポカヨケ 

組織は,是正処置プロセスにおいてポカヨケの方法を使用しなければならない.Ｓ２７７ 

8.5.2.3 是正処置の水平展開 

組織は,不適合の原因を除去するために,是正処置及び実施された管理を,他の類似のプロセス及び製品

に適用しなければならない.Ｓ２７８ 

8.5.2.4 受入拒絶製品の試験/分析 

組織は,顧客の製造工場,技術部門及び販売店から受入を拒絶された部品を分析しなければならない. Ｓ２７

９組織は,このプロセスのサイクルタイムを最小にしなければならない. Ｓ２８０この分析の記録は,保持して,要請

に応じて利用できるようにしておかなければならない. Ｓ２８１組織は,分析を実施し,再発を防止するために是正

処置を開始しなければならない.Ｓ２８２ 
注記 受入拒絶製品の分析に関連するサイクルタイムは,根本原因の決定,是正処置及び実施の有効性の確認と整合性がと 

れていることが望ましい. 
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ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９における是正処置 
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