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リモートアシュアランス 概要ガイド



リモート審査：容易に利用できる優れた専門サービス
インダストリー 4.0（第四次産業革命）というコンセプトで提唱されてきた未来の世界が現実のものとなりつつあります。IoT（モノのイン
ターネット）、ビッグデータ、クラウドコンピューティングの進化によって、製品や設備から業務プロセスまで全てをリアルタイムで把握
し、生産の最適化・コスト削減・安全性向上を実現できるようになりました。同時にアシュアランス提供の新たな方法も確立されまし
た。LRQAはスマートカメラやスマートグラスからドローンまで、スマート技術を活用したリモートサービスの開発に継続して取り組んでいま
す。

LRQA では、迅速で安全かつインタラクティブな方法により、信頼できるリモート審査および評価サービスを、いつでもどこからでも
お客様が必要な時に受審できます。シンプルで素早く、そして効率的なサービスです。

リモート審査では、クオリティの
高さに変 化 はなく、エビデンス
がより多く得られるようになりま
した。 当社と当社顧客の両方に
とって真の意味で有益なサービ
スです。

マート・ヒンネン
ゼネラルマネージャー - エナパック社

世界のどこからでも受審可能な
技術専門家によるサービス

LRQAでは、世界各地のお客様の組織
が当社の幅広いリモート審査サービスに
簡単にアクセスしていただ
けるよう先端デジタル技術を採用しており、
これまでよりもスマートで安全かつ持続可
能なソリューションを実現しています。

低帯域となることが多い条件でも質の高い
データをストリーミングできるので、世界の
どこであっても、当社の技術専門家とリア
ルタイムで共同作業が可能です。

従来型の審査や評価は引き続き当社の中
核事業ですが、一部の組織、特に行くのが
難しいエリアにある組織や複雑なインフラ
を有する組織ではリモートサービスの必要
性は明らかであると当社は認識していま
す。

LRQAの実績のある幅広いリモート審査
サービスは、効率性と柔軟性を特徴として
おり、当社が誇る優れた技術的専門知識
を迅速にお客様に提供します。 リソース
のより安全な展開から、業務の中断や予
定外のダウンタイムの最小化まで、LRQA 
のリモート審査サービスは、通常時も危
機が生じた場合も変わることなく、お客様
のビジネス上のニーズの変化に対応できる
よう設計されています。



ビデオ通話ツールを使ったリモート審査 
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お客様自身による実施：

• LRQA	の担当者が現場に立ち会わず、お客様に評価を実
施していただく遠隔式の便利な方法です。

• 	ビデオ通話ツールを用いて、事前に割り当てられた	
LRQA	の技術専門家との安全な通信リンクを介して、音
声、動画、文書、画像を簡単にストリーミングし閲覧でき
ます。

• 	LRQA	の技術専門家がプロセスを実行していただくため
のガイダンスを行い、さらに	LRQA	が、必要な機器をお
客様がお使いいただけるよう確認を行います。	

共同立会による実施：

• LRQA	の技術専門家	1	名がお客様の現場を訪問して、審
査をお客様組織内の関係者に直接ライブストリーミングし
ます。

• お客様側の関係者にも立ち会っていただくことがで
き、LRQAによる審査の際にやりとりしていただくことで、
移動のコストを最小限に抑えられます。	

どちらの実施モデルをお選びいただいても、評価活動全体を視覚的記録として文書化するため、透明性が確保され、記録に対する審
査も可能です。 また、お客様ご自身で実施する場合も共同立会での審査の場合も、事前に合意済みのデータを LRQA に送って、後
の段階でレビューや分析を行うことができます。

適用の可能性は無限大： 

• 業界をリードする弊社の技術により、移動にともなう費用を削減しつつも信頼性のさらなる向上を実現し、ベンダー・アシュアランス
を迅速に確立することができます。

• 審査ポイント、審査、第二者監査をライブストリームで配信する方法により、不適合の是正処置のフォローアップを効率的に行うこと
ができます。

• ライフサイクル全体を通じて材料、機器、資産を検証してお客様のデバイスに直接配信するなど、お客様のニーズに応じたリモート
アシュアランスを提供します。

リモート審査:必要な時に利用できる、柔軟性と透明性に優れたサービス

幅広いビジネスに適したLRQAのリモートサービスは、迅速性と安全性と柔軟性に優れており、以下を含む多様な方法でご利
用いただけます：

ビデオ通話ツール（ウェブ会議ツール）を使用してリモート審査を提供いたします。
審査日前に十全な接続テストを行うため安心です。

Skype、Teams な ど の
ビデオ通話ツール（ウェ
ブ会議ツール）をご利用
いただけます。お客様が
使い慣れたツールがある
場合はご相談ください。	

ライブストリーミングで画面共
有することにより、遠隔地から
でも文書や記録を確認できま
す。

リモート審査を実施する際には事
前にどのツールやネットワークを使
うのか、セキュリティ上の問題がな
いか等を確認させていただきます。



リモート審査のメリット

事業継続と	
コスト削減
困難な事態が生じていても、リモート
審査であれば、複雑な移動や不必要
な対面での接触を減らすことで、事業
の中断を回避し、移動にともなうコス
トを削減できます。

確かなデータに裏打ちされた事業に関す
る包括的視点を得るための、迅速でシン
プルな方法
リモート審査では、審査を記録し、
あらゆる文書類を保存することがで
きるため、お客様は自社の事業につ
いてより包括的な視点を得ることが
でき、さらに、疑いの余地のない実
際の映像やデータにより、お客様
の審査の証拠経路をサポートしま
す。

リアルタイムでのリスクの	
特定と緩和
リアルタイムで行われる共同立会方式の、またはお客様が実施する方式の
審査や評価により、世界中でお客様の業務に即座に透明性を提供します。
業務上のいかなる問題であれ、範囲を調整することで素早く深掘りすること
ができ、そして作業員を危険なサイトや拠点に送る危険性も抑えられるた
め、ビジネス上のあらゆるリスクを軽減することができます。

持続可能な	
行動の実現
リモート審査は、審査プログラムに関連した
移動の必要性を減らすため、組織としての
カーボンフットプリントの削減に貢献します。

市場参入とコンプライアンス
リモート審査を導入することで、適合性に関する審査を必要とすることの多い組織
は、そうした審査を容易に直接受けることができます。LRQA	では、お客様の場所
を問わず、適切なタイミングで必要な時に専門知識に基づくサポートを行い、規制や
特定の要件へのコンプライアンスだけでなく、新規市場への参入を可能にします。
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リモートアシュアラン
スからインダストリー
4.0 まで。変化する労
働環境。

インダストリー 4.0 テクノロジーの発展により、企業
はこれまでになく大量のデータを収集できるようにな
りました。しかし、数字に隠された潜在的な知見を
読み解くことは容易ではありません。ビッグデータを
効果的に活用して安全性、品質、生産性の向上につ
ながる洞察を得るためには、幅広い業界知識と、リ
モートアシュアランスのように個々のニーズに応じて
ソリューションをカスタマイズする能力の両方が必要
です。

インダストリー 4.0 の大部分は、機械に埋め込まれ
た常時稼働型センサーを使用して、ネットワーク化さ
れた IT システムにリアルタイムでデータを送信する
ことを目指しています。これらのシステムは、機械学
習と人工知能アルゴリズムでデータを分析し、分析
で得られたインサイトに基づき自動調整を行います。
こうした新しいインダストリー 4.0 エコシステムにお
けるアシュアランスに関する取り組みについて
は、LRQAのグローバルサイト（https://www. 
lrqa.com/en/）をご覧ください。



高品質なビデオストリーミン
グを可能にするモバイル技術
からドローンでの検査技術ま
で、新しいソリューションを取
り入れることで、幅広いビジ
ネスに適した透明性の確保さ
れたアシュアランスサービス
を提供します。 
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LRQAを選ぶ理由
これまでにないスピードで変化する世界を生き抜くために、企業は日々継続して新たな課題と向き
合わなければなりません。リモート審査からドローンでの検査まで、LRQAは技術革新と付加価値の
提供に注力し、世界中の企業のニーズに応えるスマートなソリューションの開発に継続して取り組
んでいます。

技術と業界に対する深い知識

LRQAは、最先端のアイディアの潜在的な力を理解しており、現
在だけでなく長期的にもインパクトを確実にもたらすやり方で、
実利的にこの潜在力を適用します。

最適なレベルでのお客様の事業運営に何が有益であるかを理解し
ます。

そして深い技術的専門知識を活用することで、コラボレーションを
通じた長期的に持続できる価値を生み出し、お客様のビジネス、
従業員、顧客により大きなインパクトを届けます。

独立性

LRQAは、あらゆるお客様にとって最高の水準と最高の成果を
達成する適切な方法の実施に力を入れており、お客様に信頼し
ていただける決定を確実に行います。

正確性へのこだわり

LRQA はあらゆる問題を徹底的に調査します。どのようなこと
もおろそかにせず、あらゆる疑問に答えを出すことで、正確な
結論を導き出します

利用をご検討のお客様へ

当社チームのメンバーに電話、あるいは E メールでご連絡いただければ、無料相談を手配しますので、
相談の際にお客様組織が求めることをお伝えください。

より詳しい情報はウェブサイト https://www.lrqa.com/ja-jp/ でご覧いただけます。

LRQAは、迅速で安全かつインタラクティブな接続により、信頼で
きるリモート審査および評価サービスを、直接お届けします。
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本書に示すすべての情報が正確かつ最新であるように、LRQAでは細心の注意を払っています。
ただし、情報の不正確さや変更について、当社は一切の責任を負いません。

お問い合わせ
Email : japan-marketing@lrqa.com
URL : https://www.lrqa.com/jp

LRQA について：
認証、ブランド認証、食品安全、サイバー
セキュリティ、インスペクション、教育
研修分野の比類なき専門知識を結集する
ことにより、当社は世界的な認証のリー
ディングプロバイダーの地位を確保してい
ます。

その伝統は誇るべきものですが、顧客と
の今後のパートナー 関係を構築する上
で、本当に重要なのは現在の当社の姿で
す。揺るぎない価値、リスク管理・軽減
における数十年の経験、 未来への的確な
フォーカスを組み合わせることで、より安
心・安全・持続可能なビジネス構築に向け
てお客様をいつでも支援します。

独立した審査・認証・教育研修から、
技術アドバイザリーサービス、リアル
タイムの認証技術、データによるサプラ
イチェーン改革まで、当社の革新的な
エンドツーエンドのソリューション
が、変化の速いリスク環境に積極的に対処
できるようお客様をサポートします。つ
まり、未来の状況を成り行きに任せるの
ではなく、お客様が自ら構築できるよ
うに なるのです。




