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1. Overview 概要 

For the assessments undertaken by LRQA the 

objectives of these audits are: 

• the determination of the conformity of the 
client’s management system, or parts of it, 
with audit criteria; 

• the determination of the ability of the 
management system to ensure the client 
meets applicable statutory, regulatory and 
contractual requirements;  
NOTE: management system certification 
audit is not a legal compliance audit. 

• the determination of the effectiveness of 
the management system to ensure the 
client can reasonably expect to achieve its 
specified objectives; 

• as applicable, identification of areas for 
potential improvement of the management 
system. 

The details of the objectives for each type of visit 

are contained in the section related to the visit 

types below. 

LRQA によって実施される審査に関し、これらの審査の

目的は: 

• クライアントのマネジメントシステム、又は、そ
の一部の、審査基準への適合の決定 
 

• クライアントが、法規制、契約要求事項を満たす
ことを確実にするマネジメントシステムの能力の
決定  
注記: マネジメントシステム認証審査は、法令順守
審査ではありません。 
 

• クライアントが、自身が策定した目標を達成する
ことを相応に期待できることを確実にするマネジ
メントシステムの有効性の決定 
 

• 該当する場合、潜在的なマネジメントシステムの
改善の領域の特定 
 

各種別の訪問の目的の詳細は、以下の訪問種別に関連した

セクションに含まれます。 

Where applicable to an assessment visit, the roles 

of the personnel involved will be as follows: 

• the Team Leader is responsible for the 
whole assessment process and the 
production of the visit plan. They are 
responsible for managing the members of 
the team, including allocating activities to 
the team members to ensure that the visit 
plan can be completed, the compilation of 
the visit report and visit findings and 
making the recommendations in relation to 
your certification 

• the Team members undertake the 
assessment process under the direction of 
the Team Leader; they undertake the 
detailed assessment work in accordance 
with the visits plan producing a report of 
the work they have undertaken, including 
any findings, for inclusion within the overall 
visit report. 

• a Technical Expert will be used on an 
assessment where the specialist 

審査訪問で該当する場合、参画する要員の役割は以下のよ

うになります。: 

• チームリーダは、審査プロセス全体及び審査計画
作成に責任をもつ。また、チームメンバの管理に
責任をもつ。これには、訪問計画が実施できるこ
とを確実にするためのチームメンバへの活動の割
り当て、訪問報告書、訪問指摘事項の集約編集、
認証に関連する推薦を含みます。 
 
 
 

• チームメンバは、チームリーダの指示のもとで審
査プロセスを実施する。; メンバは、指摘事項、全
体の訪問報告書に含めるための、実施された業務
の報告書を作成し、訪問計画にもとづき詳細な審
査業務を実施します。 
 
 

• 審査チームの知識を補完するために専門家の知識
が必用な場合、技術専門家が審査で利用されま
す。技術専門家は、審査チームに対して助言者と
してふるまい、審査業務は行いません。 
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knowledge is required to supplement that of 
the assessment team. Whilst they will act 
as advisors to the assessment team they 
will not undertake any assessment work. 

• an Assessor under training (AUT) may be 
included within the audit team, they will 
perform the duties of either a team member 
or team leader under the direction of the 
Team leader. 

• the Team Leader will ask that you appoint 
personnel from your organization who will 
act as guides for the assessment team 
during each of the visits and who will assist 
the audit team. 

• from time to time the audit Team may be 
accompanied by an observer. An observer is 
not a part of the audit team and will not 
influence or interfere with the conduct of 
the audit. An observer can be from LRQA, 
an accreditation body or regulator, or from 
another interested party who wishes to 
witnesses the audit. 

 
 
 
 

• 訓練中審査員 (AUT) を審査チームに含めても良
い。AUT は、チームリーダの指示のもとでチーム
メンバ又はチームリーダの責務を遂行します。 
 
 

• チームリーダは、被審査組織に組織からの要員を
任命することを依頼する。その要員は、訪問中に
審査チームの案内役として行動し、審査チームを
支援します。 
 

• その時々に、審査チームは、オブザーバを同行し
てもよい。オブザーバは、審査チームの一員では
なく、審査実施に影響、干渉しません。オブザー
バは、審査の立会いを望む LRQA、認定機関、規
制機関、その他利害関係者からの要員でありえま
す。 

The planning department of your LRQA office will 

inform you of the makeup of any assessment 

team in advance of the visit, including where 

applicable any Technical experts, and if they will 

be accompanied by any observers. 

窓口となる LRQA のフィスの計画部門は、訪問に先立

ち、審査チームの構成を通知します。これには、該当する

場合は技術専門家、及び同行させる場合はオブザーバを含

みます。 

The accreditation requirements define that there 

are four elements to the assessment process: 

• assessment of the system design and 
definition 

• assessment of the client’s system self-
governance 

• planning of the implementation visit 
• assessment of system implementation. 

We combine these elements to meet market 

requirements. However, any combination of visits 

must allow you, the client, time to correct any 

major non-conformity before the next visit. 

We normally conduct the initial certification 

assessment of a management system in two 

stages - Stage 1 and Stage 2. 

認定要求事項は審査プロセスの４つの要素を定めていま

す。: 

• システムのデザイン及び定義の審査 
• クライアントのシステムの内部統制の審査 

 

• 実施訪問の計画 
• システム実施の審査 

LRQA は、これらの要素をマーケットの要求を満たすた

めに組み合わせます。しかしながら、訪問のいかなる組合

せにおいても、被審査組織が次回訪問前に重大な不適合を

是正する時間を認めなければならない。 

LRQA は、通常、マネジメントシステムの初回認証審査

を二段階で実施します。- ステージ１とステージ２ 
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2. Visit structure 訪問の構成 

In a Stage 1 visit we address the following 

elements: 

• an assessment of the design and definition 
of the system to confirm conformity with 
certification requirements such as the 
assessment standard(s) and certification 
scope 

• an assessment of the self-governance 
undertaken by you, the essential indicators, 
including internal audits and management 
review and, for EMS and OHS, the process 
for the assessment of risk 

• a confirmation of the contractual 
arrangements, including definition of 
approval scope, and identifying the planning, 
logistics, sampling etc. that will be used 
during the Stage 2 visit. 

ステージ１訪問は、以下の要素を取り扱う。: 

 

• 審査規格及び認証範囲のような認証要求事項への
適合を確認するためのシステムのデザインと定義
の審査 
 
 

• リスク及び機会の評価、内部監査、マネジメント
レビュー、EMS や OHS の場合のリスクアセスメ
ントのプロセスを含む、被審査組織の内部統制、
必須指標の審査 
 

• 契約内容の確認。これには、認証範囲の定義、プ
ランニング、ロジスティックス、サンプリング等
を含み、それらはステージ２で用いられます。 

A Stage 2 visit consists of: 

• an assessment of the implementation of the 
management system to confirm conformity 
with certification requirements such as the 
assessment standard(s) and certification 
scope. 

ステージ２訪問では、審査基準と認証範囲のような認証要

求事項への適合の確認するためにマネジメントシステムの

実施の審査を行います。 

 

2.1 Interval between Stage1 and Stage 2 visits ステージ１とステージ２の間隔 
We recommend that the interval between Stage 1 

and Stage 2 visits is a minimum of six weeks and 

no longer than three months. In planning the two 

visits for the assessment, we will consider: 

• your needs to resolve, before the Stage 2 
visit, any areas of concern that may be 
identified during the Stage 1 visit, and 

• the continued relevance of our work 
undertaken at the Stage 1 visit. 

If an interval longer than three months is planned, 

we may need to revisit some of the areas 

assessed at the Stage 1 visit. An interval less 

than six weeks may not provide you with adequate 

LRQA は、ステージ１とステージ２訪問の間隔は、最低

でも 6 週間、3 ヶ月を超えないことを推奨します。二つ

の審査訪問の計画時、以下を考慮します。： 

 

• ステージ１訪問時に特定されるかもしれない懸念
領域のステージ２前の解決の必要性 
 

• ステージ１で実施された業務の継続的な適切性 
 

間隔が 3 ヶ月を越えて計画される場合、LRQA は、ステ

ージ１で審査済みのいくつかの領域を再審査する必要があ

るかもしれません。間隔が、６週間より短い場合は被審査

組織はステージ１訪問での懸念を取り扱うための適切な時

間を確保できないかもしれません。 
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time to address any concerns from the Stage 1 

visit. 

 

3. Stage 1 visits ステージ１訪問 

Normally our assessment team perform the Stage 

1 visit of a client’s management system on-site. 

Please note that performing the Stage 1 visit off-

site creates additional risk for the Stage 2 visit. 

Note: For most management systems, it is 

recommended that at least part of the Stage 1 is 

carried out at your premises to achieve the 

objectives. 

通常、審査チームはクライアントのマネジメントシステム

のステージ１訪問をオンサイトで実施する。ステージ１審

査のオフサイトの実施はステージ２訪問に対する追加のリ

スクが生じることに注意が必要です。 

注記:ほとんどのマネジメントシステムの場合、目的達成

のためにはステージ１の一部だけでもクライアントの施設

で実施されることが推奨されます。 

 

3.1 The Objective of the Stage 1 Visit ステージ１訪問の目的 
This will be communicated to you within the Client 

Information Note (CIN) sent to you in advance of 

Stage 1 visit. The assessor shall review the 

system to determine that it fulfils the 

requirements of the assessment criteria and 

covers the activities detailed within the 

assessment scope. The assessor shall then 

interview the senior management of the company 

to determine that they have undertaken the 

following: 

• determined the context of their organization 
including the identification of any interested 
parties  

• strategic analysis 
• identified the risks that could impact upon 

their business and the ability of the 
management system to deliver on their 
strategic goals 

• that they have determined the scope of the 
management system based upon the context 
in which the system will operate 

• that they have identified any applicable legal, 
statutory or regulatory requirements that the 

これは、ステージ１に先立ち被審査組織に送付される

Client Information Note (CIN)によってクライアントに

伝達される。審査員は、システムが審査基準の要求事項を

満たし、審査範囲として記載された活動をカバーしている

ことをレビューしなければならない。審査員は、以下を実

施したことを確認するために組織の上級経営者をインタビ

ューしなければならない。: 

 

 

 

• 利害関係者を含む組織の状況の決定 
 
 

• 戦略分析 
• 事業及び戦略的ゴールを達成するマネジメントシス

テムの能力に影響するリスクの特定 
 

• システムが運営する状況に基づいたマネジメントシ
ステムの適用範囲の決定 
 

• システムが取り扱わなければならない適用される法
規制要求事項の特定 
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system has to address 

The assessor will then use the information 

gathered as a result of these interviews to review 

the design of the system, to determine if the 

client has addressed the potential risk within the 

system and to determine if the needs of their 

stakeholders have been addressed. 

審査員は、システムのデザインをレビューし、クライント

がシステム内の潜在的なリスクを取り扱っているかを決定

し、利害関係者のニーズが対処されたか決定するために、

これらのインタビューから得た情報を用います。 

In addition, the assessor shall review and confirm 

the contractual arrangements. This includes any 

changes required as a result of the outcome of 

the Stage 1 visit (including changes to the scope 

of assessment, duration of the Stage 2 visit, and 

duration of subsequent surveillance visits). The 

assessor shall also determine the planning, 

logistics, sampling, etc. that will be used during 

the Stage 2 visit. 

加えて、審査員は、契約内容をレビューし確認しなければ

ならない。これには、ステージ１訪問の結果から要求され

たすべての変更を含む。(審査範囲、ステージ２の工数、

その後のサーベイランス工数の変更を含む) 審査員は、

また、ステージ２で用いられる、計画、ロジスティクス、

サンプリング等を決定しなければならない。 
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3.2 During the stage 1 visit ステージ１訪問時 
For all assessments 

Our assessor will undertake the following: 
a) evaluate your location and site-specific 

conditions and carry out discussions with 
your personnel to determine your 
preparedness for the Stage 2 visit 

b) review your status and understanding 
regarding requirements of the standard, in 
particular with respect to the identification of 
key performance indicators or significant 
aspects, processes, objectives and operation 
of the management system 

c) collect the information we need regarding the 
scope of your management system, 
processes and location(s) of your 
organization, and related statutory, 
regulatory aspects and compliance, for 
example, quality, environmental, legal 
aspects of your operation, associated risks, 
etc. 

d) confirm that you have procedures in place to 
identify legal requirements and to ensure 
that you comply with your commitment to 
legal compliance through monitoring of legal 
and regulatory compliance 

e) review the allocation of resources for Stage 
2 and agree with you the details of the 
Stage 2 visit 

f) provide a focus for planning the Stage 2 visit 
by gaining sufficient understanding of your 
management system and site operations in 
the context of possible significant aspects 

g) confirm that your management system 
documentation is in place with clear links to 
any related management systems in 
operation. 

h) evaluate your planning of internal audits and 
management reviews and how you perform 
them – and that the level of implementation 
of the management system substantiates 
that your organization is ready for the Stage 
2 visit. 

全ての審査において 

審査員は以下を実施する。: 
a) 被審査組織のロケーション及びサイト特有の状況を

評価し組織の要員と組織のステージ２訪問に対する
準備状況を決定するために討議します。 
 

b) 被審査組織のステータス及び規格要求事項の理解を
レビューする。特に、キーパフォーマンス指標、重
大な側面、プロセス、目標、マネジメントシステム
の運用について。 
 
 

c) マネジメントシステムの適用範囲、組織のプロセス
及びロケーション、関連する法規制の側面と順守、
例えば、組織の運営の品質、環境、法的側面、関連
するリスク等に関して必要な情報を収集します。 
 
 

d) 組織が、法令・規制要求事項を特定し法規制順守に
関連する適切な審査規格の要求事項の実施を通して
の法令順守のコミットメントに適合していることを
確実にするための手順を備えていることを確認しま
す。 
 

e) ステージ２のリソースの割り当てをレビューしステ
ージ２訪問の内容について組織と合意します。 

f) 組織のマネジメントシステム及び重大な側面の可能
性をもつサイト運用の十分な理解から得られたステ
ージ２の計画のための焦点を当てます。 

g) マネジメントシステム文書の運用される関連マネジ
メントシステムに対する明確なリンクが備わってい
る。 

h) 組織の内部監査及びマネジメントレビューの計画と
実施を評価する。そしてマネジメントシステムの実
施レベルが、組織のステージ２訪問準備ができてい
ることを実証していることの確認を行います。 

The assessor will also address the following 

product specific items: 

審査員は以下のプロダクト(規格)特有の項目を取り扱いま

す。: 

For EMS assessments 

Our assessor will identify your: 

EMS 審査 

審査員は以下の状況を明確にします。: 
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• continual improvement process to enhance 
your system and thus improve your 
performance, and 

• process to ensure your commitment to 
prevention of pollution. 

Our assessor will either report key elements of the 

continual improvement and prevention of pollution 

processes in our visit report, or provide a 

reference to specific procedure(s) or document(s) 

from your system. This is to enable us to assess 

the ISO 14001 requirement for continual 

improvement and prevention of pollution at each 

surveillance visit. 

• パフォーマンスを改善するシステム強化のための継
続的改善プロセス 

• 汚染防止の予防のコミットメントを確実にするプロ
セス 
 

LRQA の審査員は、報告書上で、継続的改善及び汚染予

防のためのプロセスの主要要素を報告するか、組織の特有

の手順や文書への参照を行います。これにより LRQA は

各サーベイランス訪問中に継続的改善及び汚染予防のため

の ISO14001 規格要求事項の審査をすることができま

す。 

For ISMS assessments 

Our assessor will confirm that: 
• the physical and logical boundaries of the 

scope are defined in your system, and 
• that a risk assessment has been conducted, 

identifying: 
o the threats to assets 
o vulnerabilities and impacts on the 

client, 
o the degree of risk has been 

determined. 
Our assessor will agree the justification for any 

exclusion of ISO/IEC 27001 Annex A controls 

with you. You should document the justification in 

your Statement of Applicability 

ISMS 審査 

審査員は以下の状況を明確にします。: 
• 物理的及び論理的境界がシステムで定義されてい

る。 
 

• リスクアセスメントが実施され以下が特定されてい
る。: 

o 資産に対する脅威 
o 脆弱性及び組織への影響 

 
o リスクの程度が決定されている。 

 
審査員は ISO/IEC 27001 の付属書 A の管理策の除外の

理由付けに合意します。組織はその理由付けを組織の適用

宣言書に文書化すべきです。 

For OHS assessments 

Our assessor will confirm that: 
• there is an effective internal audit process in 

place which takes into account the OHS 
risks associated with the various 
components of your activities 

• you are consistent in establishing and 
maintaining procedures for hazard 
identification, risk assessment and risk 
control. 

OHS 審査 

審査員は以下の状況を明確にします。: 
• 組織の活動の様々な要素に関連する OHS リスクが

考慮された効果的な内部監査プロセスが備わってい
る。 
 
 

• 組織はハザード特定、リスクアセスメント及びリス
ク管理と整合した手順を確立し維持している。 
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3.3 Closing the visit - all sectors ステージ１訪問のクロージング - 全てのセクター 
Our assessor will: 

• document and communicate the Stage 1 

visit results to you, including identifying any 

areas of concern that would result in 

nonconformity if not corrected before the end 

of the Stage 2 visit 

• consider the interval between Stage 1 and 

Stage 2 visits including: 

o your needs and ability to resolve 

areas of concern identified during 

the Stage 1 visit, and 

o whether our work completed during 

the Stage 1 visit will still be 

relevant at the time of the Stage 2 

visit. 

If you determine that you can take any required 

corrective action within the planned interval, the 

assessor will consider whether extra duration is 

required at the Stage 2 visit to verify the 

corrective action taken. 

審査員は以下を実施する。: 

• ステージ１訪問の結果を文書化し組織に伝達する、

これには、ステージ２訪問の終了前までに修正しな

ければ不適合になるなるかもしれない懸念領域の特

定を含みます。 

 

• 以下を含めてステージ１とステージ２の間隔を考慮

します。: 

o ステージ１訪問で特定され懸念領域の解

決の必要性と能力 

 

o ステージ１訪問で実施した審査側の業務

がステージ２の時点で引き続き適切であ

るか。 

組織が要求される是正処置の計画された間隔以内で実施で

きると決定した場合は、審査員は是正処置の検証のために

ステージ２で追加工数が必要であるかを検討します。 

If the interval between visits is extended to: 

• between three and six months, we will need 

to: 

 

o identify the changes that you need 

to make to your system, including 

the need for records 

o review the changes to determine 

the need for a further visit, or to 

extend the Stage 2 visit, to verify 

that the design, definition and 

operation of the system now 

conforms with certification 

requirements such as the 

assessment standard(s) and 

certification scope 

• greater than six months, a second Stage 1 

visit is normally required. We may also need 

訪問の間隔が以下のように延長された場合: 

• ３から６ヶ月の場合、LRQA は以下を実施する必要

があります。: 

o 必要なシステムの変更を明確にする。こ

れには記録の必要性を含む。 

 

o この変更をレビューし、審査規格及び認

証範囲などの認証要求事項に適合するよ

うになったシステムのデザイン、定義、

運用の検証のためにさらなる訪問、又

は、ステージ２訪問の延期の必要性を決

定する。 

 

 

• 6 ヶ月を越える場合、通常 2 回目のステージ１訪問

が要求される。LRQA はステージ２訪問の手配、期

間及び/又は時期を変更する必要があるかもしれな

い。 
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to revise our arrangements, duration and / 

or timing, for the Stage 2 visit. 

 

4. The Objective of the Stage 2 Visit ステージ２訪問の目的 

The objective of this visit is to confirm conformity 

of your management system with certification 

requirements, such as the assessment criteria 

and certification scope, any applicable statutory, 

regulatory and contractual requirements and to 

ensure that the system is meeting its specified 

objectives. The assessor will also address all 

issues outstanding from previous visits and any 

changes to your organisation or system that 

impacts on the potential approval. 

The assessor will use the LRQA Assessment 

methodology to help you manage your systems 

and risks to improve and protect the current and 

future performance of your organisation. 

ステージ２訪問の目的は、組織のマネジメントシステムの

審査基準や認証範囲などの認証要求事項、適用される法規

制及び契約要求事項への適合、システムが策定された目標

を達成していることの確認です。審査員は、また、前回訪

問からの未解決事項、認証の可能性に影響を与える組織又

はシステムの変更を取り扱います。 

 

 

 

審査員は、LRQA の審査技法を用いて、組織の現在及び

将来のパフォーマンスを改善及び保護するために組織がシ

ステムとリスクを管理することを支援します。 
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4.1 Stage 2 visit ステージ２訪問 
Parts of the management system that were 

assessed during the Stage 1 visit and were 

determined to be fully implemented, effective, and 

in conformity with requirements, may not need to 

be re-assessed during the Stage 2 visit. However, 

our assessor must confirm that those parts of the 

management system already assessed continue 

to conform to certification requirements. If so, our 

assessor will include a statement to this effect in 

the Stage 2 visit report. Our assessor will state 

that conformity was established during the Stage 

1 visit. 

Stage 2 visits must have a visit plan. The plan 

follows the requirements in ISO/IEC 17021 and 

takes into account the information obtained 

during the Stage 1 visit. 

The Stage 2 visit: 

• takes place at the site(s) of your 
organization 

• evaluates the implementation and 
effectiveness of your management system. 

Our assessment team: 

• conducts the Stage 2 visit to gather 
objective evidence that your management 
system conforms to the assessment 
standard and other certification 
requirements 

• assesses a sufficient number of examples 
of your activities in relation to the 
management system to get a sound 
appraisal of the implementation, including 
effectiveness, of the management system 

• addresses a sufficient number of your staff, 
including senior management and 
operational personnel, of the assessed 
facility, to provide assurance of the 
implementation and understanding of the 
system throughout your organization 

• analyses all information and objective 

マネジメントシステムの一部が、ステージ１訪問中審査さ

れ、十分に実施され、効果的で、要求事項に適合している

ことが確認されていれば、ステージ２で再審査される必要

はないかもしれない。しかしながら、既に審査されたマネ

ジメントシステムのこれらの部分は認証要求事項に引き続

き適合していることを審査員は確認しなければならない。

そうした場合、審査員はステージ２訪問報告書にその旨を

記載する。審査員はステージ１中に適合を確立したことを

明確に記載します。 

 

 

ステージ２訪問は訪問計画がなければならない。計画は、

ISO/IEC 17021 の要求事項に従い、ステージ１訪問中

得た情報を考慮に入れます。 

 

ステージ２訪問は: 

• 組織のサイトで実施する。 
• 組織のマネジメントシステムの実施と有効性を評

価する。 
LRQA の審査チームは: 

• ステージ２訪問を実施して、マネジメントシステ
ムが審査規格及び認証要求事項に適合している客
観的証拠を収集する。 
 
 

• マネジメントシステムの有効性を含め、信頼でき
る評価を得るために、マネジメントシステムに関
連する組織の活動の十分な数の事例を審査する。 
 
 

• 組織を通してシステムの実施と理解の保証を提供
するために、上級経営者、運用の要員、審査した
設備の担当要員を含む充分な数のスタッフを審査
する。 
 

• 全ての認証要求事項へ適合の程度及び不適合を決
定するためにステージ１及びステージ２で収集さ
れた情報及び客観的証拠を分析する。 
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evidence gathered during the Stage 1 and 
Stage 2 visits to determine the extent of 
fulfilment with all certification requirements 
and decide on any nonconformity 

• may propose opportunities for improvement 
but shall not recommend specific solutions. 

 
 

• 改善の機会を提案してもよいが、特定の解決策を
推奨してはならない。 

The Stage 2 visit includes an examination of your 

management system including at least the 

following: 

a) information and evidence about conformity to 
all requirements of the applicable normative 
document 

b) performance monitoring, measuring, reporting 
and reviewing against key performance 
objectives and targets 

c) your management system and performance 
as regards legal compliance 

d) operational control 
e) internal auditing and management review 
f) management responsibility for your policies 
g) links between the normative requirements, 

policy, performance objectives and targets, 
any applicable legal requirements, 
responsibilities, personnel competence, 
operations, procedures, performance data, 
and internal audit results. 

ステージ２訪問は、最低限以下を取り扱う組織のマネジメ

ントシステムの吟味を含みます。: 

a) 適用される規範文書の全ての要求事項への適合につ
いての情報と証拠 
 

b) キーパフォーマンス目標及びターゲットに対するパ
フォーマンス監視、測定、報告及びレビュー 
 

c) 法順守についての組織のマネジメントシステム及び
パフォーマンス 

d) 運用管理 
e) 内部監査及びマネジメントレビュー 
f) 組織の方針に対する経営者の責任 
g) 規範要求事項、方針、パフォーマンス目標及びター

ゲット、適用法令要求事項、責任、要員力量、運
用、手順、パフォーマンスデータ及び内部監査結果
の結びつき 

Action undertaken after the completion of a Stage 

2 visit includes at least the following: 

• leave a record of any identified and agreed 
nonconformities with you before leaving 

• establish the assessment report. 

ステージ２訪問完了後に取られる処置には最低以下を含み

ます: 

• 組織サイトを離れる前にクライアントと特定され
合意した不適合の記録を引き渡す。 

• 審査報告書を完成する。 
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5. Surveillance サーベイランス 

The objective of surveillance is to determine: 

• if the client’s management system meets the 
assessment criteria and certification scope, 

• and that any applicable statutory regulatory 
and contractual requirements are being 
achieved  

• and to ensure that the system is meeting its 
specified objectives. 

To address all issues outstanding from previous 

visits and any changes to your organisation or 

system that impact on the approval. 

The assessor will use the LRQA Assessment 

methodology to help you to manage your systems 

and risks to improve and protect the current and 

future performance of your organisation. 

サーベイランスの目的は以下を決定することである。: 

• 組織のマネジメントシステムが審査規格と認証範囲
に適合しているか。 

• 適用される法規制及び契約要求事項が満たされてい
るか。 

• システムは組織特有の目的を達成することを確実に
しているか。 

前回訪問からの全ての未解決事項及び認証に影響する組織

又はシステムの変更を取り扱います。 

 

審査員は、LRQA 審査技法を用いて組織が組織の現在及

び将来のパフォーマンスを改善し保護するためにシステム

とリスクを管理することを支援します。 
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5.1 Activities 活動 
Selecting the theme 

Our assessor selects the theme for the visit 

based on information gained from the initial 

conversation with your senior management. The 

information gained during this conversation will 

determine the focus for the visit, which our 

assessor then addresses in the processes 

selected for the visit. 

In the initial discussions with you, our assessor 

will also identify the theme for the next visit and 

the processes to be covered. We will confirm this 

at the next visit. 

テーマの選択 

審査員は、組織の上級経営者との最初の対話にもとづき訪

問のテーマを選択します。この対話から得られた情報は、

訪問時の焦点を決定し、審査員はこれらを訪問で選択され

たプロセスの中で取り扱います。 

 

 

組織との最初の対話で、審査員は、次回訪問時のテーマと

カバーすべきプロセスを特定する。LRQA は次回訪問時

にこれらを確認します。 

Review of essential indicators 

During the annual visit cycle, the essential 

indicators of the effectiveness of system 

implementation will be reviewed as part of the 

opening conversation with your senior 

management and during the assessment of the 

processes targeted for the visit. 

必須指標のレビュー 

年次訪問サイクルではシステム実施の必須指標は組織の上

級経営者とのオープニングの対話の一部として又は訪問時

に対象とされるプロセスの審査時にレビューします。 

These indicators include: これらの指標には以下が含まれます: 

For all product types: 

• internal audits and management review 
• progress of planned activities aimed at 

continual improvement 
• effectiveness of the management system 

with regard to achieving your objectives 
• review of any changes 
• treatment of complaints 
• a review of actions taken on nonconformities 

identified during the previous visit. 

全てのプロダクト種別: 

• 内部監及びマネジメントレビュー 
• 継続的改善を狙いとする計画された活動の進捗 

 
• 認証された組織の目標の達成に関わるマネジメン

トシステムの有効性 
• あらゆる変更のレビュー 
• 苦情対応 
• 前回訪問で特定された不適合のために取られた処

置のレビュー 

For OHS, ISO 14001 and other EMS 

assessments: 

• the process to ensure your EMS policy 
commitment to prevention of pollution 

• the system for monitoring legal compliance 

OHS, ISO 14001 及びその他の EMS 審査: 

 

• 汚染の予防に対する環境方針のコミットメントを確
実にするためのプロセス 

• 法令順守を監視するためのシステム 



審査プロセス – マネジメントシステムサービスの概要 | 15 
 

• the process for reviewing and updating OHS 
risk assessments to reflect changing 
operations, hazards and controls 

• OHS “plant shutdown” or “turnaround” 
activities to ensure that they have been 
addressed within the lifecycle of the approval. 

• 運用、ハザード、管理策変更を反映するための OHS
リスクアセスメントのレビュー・更新のためのプロ
セス 

• プラント停止又は再開活動が認証のライフサイクル
内で取り扱われることを確実にする。 

For ISMS assessments: 

Confirmation that: 

• you have updated your Risk Assessment and 
your Statement of Applicability to reflect any 
changing threats, vulnerabilities and impacts 

• the risk treatment plan is reviewed for 
progress with actions, and that security 
incidents are managed effectively 

• management review includes consideration 
of effectiveness measurements. 
also 

• if there are any change to your ISMS 
infrastructure, organisation structure or 
activities which impact on the Risk 
Assessment or Statement of Applicability, 
then we must make an agreement with you 
to review the changes before they are 
incorporated into the scope of approval. Our 
assessor will arrange for a review, either by a 
special surveillance visit or by adding 
additional time to the next surveillance visit. 

• if changes are identified which significantly 
affect your information security management 
system and an acceptable risk assessment 
has not been conducted, our assessor must 
consider suspending the approval. 

ISMS 審査: 

以下の確認を行います。: 

• 組織が、脅威、脆弱性、及び影響の変化をリスクア
セスメント及び適用宣言書を更新している。 
 

• リスク対応計画の処置の進捗、セキュリティインシ
デントが効果的に管理されていることがレビューさ
れている。 

• マネジメントレビューに有効性測定の考慮が含まれ
ている。 
また 

• リスクアセスメント又は適用宣言書に影響のある組
織の ISMS インフラ、組織体制、或いは、活動に変
化が生じた場合、LRQA は、認証範囲にそれらを組
み入れる前にそれらの変更をレビューするために組
織と合意しなければならない。審査員は特別サーベ
イランス訪問、又は、次回サーベイランス訪問への
工数追加によってレビューを手配する。 
 
 

• 変化が組織の情報セキュリティマネジメントシステ
ムに重大な影響があるとことが特定され、受け入れ
られるレベルのリスクアセスメントが実施されてい
なかった場合、審査員は認証の一時停止を考慮しな
ければならない。 

Review of logos 

During the visit, our assessor will review your use 

of the permitted LRQA and accreditation logos 

against the relevant LRQA and accreditation 

rules. Failure to comply constitutes a breach of 

the approval contract. 

ロゴのレビュー 

訪問中、審査員は許可された LRQA 及び認定ロゴの使用

状況を関連する LRQA 及び認定ルールに照らして確認を

行います。適合違反は認証契約違反となります。 

 

  



審査プロセス – マネジメントシステムサービスの概要 | 16 
 

 

6. Certificate renewal 更新審査 

The Objective of the Certificate renewal 

planning visit 

To review the system and the performance of your 

company during the previous certification cycle, to 

see how you plan to move forward in the future 

and to plan the Certificate renewal visit while 

confirming continued compliance with the 

assessment criteria and certification scope, any 

applicable statutory, regulatory and contractual 

requirements and to ensure that the system is 

meeting its specified objectives. To address all 

issues outstanding from previous visits and any 

changes to your organisation or system that 

impact on the approval. 

The assessor will use the LRQA Assessment 

methodology to help you manage your systems 

and risks to improve and protect the current and 

future performance of your organisation. 

更新審査計画訪問の目的 

 

前回認証サイクルにおける組織のシステム及びパフォーマ

ンスをレビューし次のサイクルに対していかに計画するか

を考慮し、審査基準、認証範囲及び適用される法規制及び

契約要求事項への引き続いての適合を確認する更新審査訪

問を計画しシステムが組織の特定の目的を達成することを

確実にします。前回訪問の全ての未解決事項や認証に影響

する組織又はシステムの変更を取り扱います。 

 

 

 

 

審査員は、LRQA の審査技法を用いて、組織の現在及び

将来のパフォーマンスを改善及び保護するために組織がシ

ステムとリスクを管理することを支援します。 

Planning for the Certificate renewal 

We conduct Certificate renewals on a three-yearly 

basis, planned at the previous surveillance visit 

and agreed with you. 

The Certificate renewal planning process contains 

three steps: 

Review, Preview, and Planning. 

更新審査計画訪問 

LRQA は更新審査を直前のサーベイランスで計画し組織

と合意して３年間隔で実施します。 

更新審査計画プロセスには以下のステップを含む。: 

 

レビュー、プレビュー、プランニング 

Review 

This step includes the review of past 

performance such as: 

• trend information on complaints and other 

performance indicators 

• system documentation improvements 

• Improvement Log projects 

• lessons learned from audits 

• trends in our findings. 

Based on this review of past performance, our 

assessor will identify any potential risks in the 

レビュー 

このステップは以下のような過去のパフォーマンスのレ

ビューを含みます。: 

• 苦情及びその他のパフォーマンス指標の情報の傾

向 

• システム文書の改善 

• Improvement Log(継続的改善ログ)プロジェク

ト 

• 審査からの学習 

• LRQA の指摘事項の傾向 
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present management system regarding 

successful implementation of the strategies 

and objectives. 

過去のパフォーマンスのレビューに基づき、審査員は戦

略及び目標の実現成功に関わる現在のマネジメントシス

テムの潜在的リスクを特定します。 

Preview 

The aim of the preview is to align our 

assessment activities with your strategy and 

objectives. The assessor will use the 

conversation with senior management to 

understand your longer term expectations, for 

example, strategy issues such as business and 

operational risks, competitive issues, changes 

to internal and external environment, etc. Our 

assessor will establish, through the interview, 

whether these expectations, objectives, and 

strategies will impact your management system 

or the stakeholders of your organisation. 

We will use the preview stage to identify further 

themes that can be used in the coming 

Certificate renewal visit and for the next three-

year cycle. 

プレビュー 

プレビューの目的は、審査活動を組織の戦略及び目標と

一致させることである。審査員は上級経営者との対話を

もち、長期的な期待を理解します。これらは、例えば、

事業や経営リスク、競合上の課題、内部及び外部環境の

変化等のような戦略的課題です。審査員は、これらの期

待、目標や戦略が組織のマネジメントシステムや利害関

係者に影響を与えるか否かをインタビューを通して明確

にします。 

 

 

 

 

LRQA は来る更新審査訪問及び次回の 3 年サイクルで用

いることのできるテーマをさらに特定するためにプレビ

ューステップを用います。 
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Planning 

The next step in the visit is planning the 

Certificate renewal. In this part of the visit, our 

assessor will: 

• identify any aspects of the system that have 
not been appropriately addressed during the 
surveillance cycle, and plan how to review 
these 

• use the information gained during the review 
and preview stages to support the planning 
process 

• if appropriate, consider how best to give 
attention to any themes identified (including 
the improvement tracking log) 

• identify the areas, departments, processes 
and activities to be assessed 

• agree with you sensible durations for each of 
these, commensurate with risk 

• try to identify the best use of resources, and 
avoid duplication 

• add appropriate time for reporting, 
consolidating and presenting reports 

• consolidate the information into a sensible 
visit plan. 

Our assessor will allow time for discussion with all 

relevant managers and for a review of records for 

all relevant departments. 

プランニング 

訪問の次ステップは更新審査のプランニングである。訪問

のこの部分において審査員は以下を実施します。: 

• サーベイランスサイクルで適切に取り扱われなか
ったシステムの側面を明確にし、これらをレビュ
ーする方法を計画する。 

• 計画プロセスに役立てるためにレビュー及びプレ
ビュー段階でえた情報を利用する。 
 

• 適切であれば、特定されたテーマ(継続的改善ログ
を含む)にいかに最善の注意を払うかを考慮する。 

• 審査する領域、部門、プロセス、活動を明確にす
る。 
 

• これらのリスクと釣り合いのとれた合理的な時間
を組織と合意する。 

• リソースの最善の利用方法の明確化と重複の回避
に努める。 

• 報告書作成、集約編集、報告書説明の適切な時間
を追加する。 

• 情報を合理的な訪問計画案に集約する。 
 

審査員は全ての関連するマネージャとの討議及び全ての関

連する部門の記録のレビューのための時間を考慮に入れま

す。 

 

  



審査プロセス – マネジメントシステムサービスの概要 | 19 
 

 

The Objective of the Certificate renewal visit 

This visit is used as the re-assessment of the 

implementation of the management system 

based on the results of the Certificate renewal 

planning visit. This is to re-confirm conformity 

with certification requirements such as the 

assessment criteria and certification scope, any 

applicable statutory, regulatory and contractual 

requirements and to ensure that the system is 

meeting its specified objectives. To address all 

issues outstanding from previous visits and any 

changes to your organisation or system that 

impact on the approval. 

The assessor will use the LRQA Assessment 

methodology to help you manage your systems 

and risks to improve and protect the current and 

future performance of your organisation. 

更新審査訪問の目的 

この訪問は更新審査計画訪問の結果に基づきマネジメン

トシステムの実施の再審査として用いられます。これに

より審査基準及び認証範囲、適用される法規制・契約要

求事項などの認証要求事項への適合を再確認し、システ

ムが組織の特定の目的を達成することを確実にします。

前回訪問の全ての未解決事項や認証に影響する組織やシ

ステムの変更を取り扱います。 

 

 

 

 

審査員は、LRQA 審査技法を用いて組織が組織の現在及

び将来のパフォーマンスを改善し保護するためにシステ

ムとリスクを管理することを支援します。 

Conducting Certificate renewal visits 

We conduct the Certificate renewal visit 

similarly to a Stage 2 assessment. In addition, 

we include a review of your system 

documentation to ensure that it: 

• continues to suit your company, and 

• complies with the certification 

requirements and the scope of 

certification, including continual 

improvement. 

更新審査訪問の実施 

LRQA は更新審査訪問をステージ２審査と同様に実施す

る。加えて LRQA は以下を確認するために組織のシステ

ム文書のレビューを含めます。: 

• いる引き続き組織に適している。 

• 継続的改善を含めて認証要求事項及び認証範囲に

適合して。 
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7. Changes to your approval 登録変更 

For any increase or decrease in your certificate of 

approval, please submit a formal request for the 

change. LRQA will review the request to consider: 

• additions or changes to competency 

requirements for the visit team(s) 

• additions or reductions in visit duration 

requirements 

You will be notified of any changes by an amended 

contract. 

We will undertake a separate document review 

visit (Stage 1) if the change requested has 

meant a major change or addition to your 

documented system. 

The change to approval visit will be performed in 

line with our process for Stage 2 assessment 

visits, although a formal visit plan is not normally 

produced. If no document review (Stage 1) has 

been undertaken, time will be allowed during the 

visit for the team leader to review relevant 

documentation and to agree a plan for any 

additional visit activities. 

Such visits may be carried out as separate visits 

or may be combined with a scheduled 

(Surveillance or Certificate renewal) visit. 

LRQA will issue an amended certificate(s), using 

the same expiry date as on the current certificate. 

The objective of this visit is the assessment of 

the implementation of the management system 

for an additional site or activity, which expands 

the existing scope of approval. 

To address all issues outstanding from previous 

visits and any changes to your organisation or 

system that impact on the potential approval. 

組織の認証範囲の拡大又は縮小を行う場合、正式な変更要

求の申請が必要である。LRQA は以下を検討するために

その要求をレビューします。: 

• 訪 問 チ ー ム の 力 量 要 求 事 項 の 追 加 又 は 変 更 

 

• 訪 問 工 数 要 求 事 項 に お け る 追 加 又 は 削 減 

 

組織は変更契約によって変更を通知されます。 

 

要求された変更が組織の文書化されたシステムに重大な変

更や追加となる場合、LRQA は別途文書審査訪問(ステー

ジ１)を実施します、 

登録変更訪問はステージ２審査訪問のプロセスに沿って実

施されます。ただし正式な訪問計画は通常作成されませ

ん。文書審査(ステージ１)が実施されない場合、この訪問

中にチームリーダが関連する文書をレビューする時間を設

け追加の訪問活動の計画について合意します。 

 

そのような訪問活動は別途の訪問として実施されるか又は

予定された(サーベイランス又は更新審査)訪問に組み入れ

てもよい。 

 

LRQA は、現行の認証書と同じ有効期限の変更された認

証書を発行します。 

この訪問の目的は既存認証範囲の拡大となる追加サイト又

は活動のためのマネジメントシステムの実施を審査するこ

とです。 

 

前回訪問からの全ての未解決事項及び認証に影響する組織

又はシステムの変更を取り扱います。 
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8. Reporting 報告 

The reporting process for all our visits is similar. 

We fill in visit reports to record assessment 

findings, progress against the visit plan, positive 

comments, and also points of clarification or 

interpretation. We record assessment findings in 

a Findings Log, and identify them as Major 

Nonconformity or Minor Nonconformity. We define 

these findings as follows: 

全ての訪問の報告プロセスは同様です。LRQA は、審査

指摘事項、訪問計画に対する進捗、肯定的コメント、説明

や解釈についてのポイントを記録するために報告書を作成

します。LRQA は、審査指摘事項を Findings Log に記

録し、重大な不適合か軽微な不適合かを識別する。LRQA

はそれらを以下のように定義しています。: 

Major Nonconformity: The absence of, or the 

failure to implement and maintain, one or more 

management system elements, or a situation 

which would, on the basis of the available 

objective evidence, raise significant doubt of the 

management to achieve: 

• the policy, objectives or public commitments 

of the organisation 

• compliance with the applicable regulatory 

requirements 

• conformance to applicable customer 

requirements 

• conformance with the audit criteria 

deliverables. 

 

Generally, a major nonconformity will be a system 

failure that: 

• is already affecting system effectiveness or 

deliverables 

• puts at risk the capability of the 

management system 

• requires immediate containment 

• requires immediate root cause analysis and 

corrective action. 

Our team leader will make arrangements with you 

for follow up. 

重大な不適合: 1 つ又はそれ以上のマネジメントシステム

要素の運用および維持における欠落や不履行、または、審

査基準にて要求される結果を出すこと又は以下の事項の達

成に関してマネジメントシステムの能力に重大な疑念を抱

かせる客観的証拠が確認された状態に対する指摘: 

 

• 組織の方針、目標または公的なコミットメント  

 

• 適用される法令・規制要求事項への適合 

 

• 適用される顧客要求事項への適合 

 

• 審査基準成果物に対する適合 

 

一般に重大な不適合は以下のようなシステム不履行です。

: 

• 既にシステムの有効性又は成果物に影響してい

る。 

 

• マネジメントシステムが要求事項を満たす能力に

リスクを与えている。 

• 迅速な封じ込めが要求される。 

• 迅速な根本原因分析及び是正処置が要求される。 

 

チームリーダは、フォローアップのための調整を組織と行

います。 

Minor Nonconformity: A finding indicative of a 

weakness in the implemented and maintained 

軽微な不適合: 運用及び維持されているシステムにおける

弱点を示すもので、マネジメントシステムの能力に重大な
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system, which has not significantly impacted on 

the capability of the management system or put 

at risk the system deliverables, but needs to be 

addressed to assure the future capability of the 

system. 

Generally, a minor nonconformity will be a 

weakness in an internal facing process or 

procedure; or a finding where any further 

deterioration of control could reasonably be 

considered likely to result in the system becoming 

ineffective. 

Requires root cause investigation and corrective 

action. 

If raised at a visit which results in a certificate 

being issued, then the assessor will ask you to 

indicate the corrective action that you will take. 

This corrective action plan will form part of the 

independent review by our office before your 

certificate is issued. If raised at a surveillance 

visit, although you need to take corrective action 

within an appropriate time after the visit, you do 

not normally need to provide us with details of the 

action until we next visit you. 

In both cases, at the next visit the assessor will 

review the action you have taken and fill in the 

corrective action review section in the findings 

log. 

Please keep copies of all our visit reports for three 

years. In exceptional circumstances, we may ask 

you to provide copies of previous reports. 

If we identify any isolated issues that you should 

address to avoid us raising a nonconformity at a 

subsequent visit, we will record them in the 

relevant part of the report. 

影響を与えていないもの、もしくは、マネジメントシステ

ムの成果物にリスクを与えていないものの、将来のシステ

ムの能力に確信を与えるために処置が必要と判断される状

態に対する指摘 

通常、軽微な不適合は、内部のプロセス又は手順上の弱点

で、管理のさらなる劣化によりシステムが有効でなくなり

うると相応に考えられる指摘事項。 

 

 

 

 

根本原因分析と是正処置が要求されます。 

 

認証書発行に関わる訪問時に発行された場合、審査員は組

織に対して取られる是正処置を提示することを要請しま

す。この是正処置計画は組織の認証書発行前に LRQA の

オフィスによって独立したレビューの対象となります。サ

ーベイランス訪問において発行された場合、組織は訪問後

の妥当な期限内に是正処置を取る必要があるが、次回訪問

まで処置の詳細を提出する必要はありません。 

 

 

 

いずれのケースにおいても次回訪問の審査員が取られた処

置をレビューし Finding Log のレビューセクションに是

正処置を記入します。 

LRQA の訪問報告書の３年分のコピーを保持すること。

例外的なケースではあるが LRQA は前回報告書のコピー

の提示を求めるかもしれません。 

以後の訪問で、LRQA が不適合を発行することにならな

いように組織が対処すべき他の問題を特定した場合、

LRQA はそれらを報告書の関連する部分に記録します。 
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9. Follow up of Major non-conformities 重大な不適合のフォローアップ 

If the time required to address the major 

nonconformity(s) will exceed 6 months from the 

end of the Stage 2 visit, then we must re-assess 

the entire system. We call this form of corrective 

action verification visit a ‘Complete re-

assessment’. 

If a Major Nonconformity(s) raised at the 

recertification visit cannot be addressed by the 

organization within 6 months of the end of the 

visit, the client shall be informed that a full Stage 

2 visit will be required to be conducted in-order 

that the recertification can be granted. 

重大な不適合に対処するために必要な期間がステージ２訪

問から 6 ヶ月を超える場合、LRQA はシステム全体を再

審査しなければならない。LRQA はこのような是正処置

検証を「完全な再審査」と呼びます。 

 

更新審査訪問で発行された重大な不適合が訪問最終日から

６ヶ月以内に組織によって対処されなかった場合、更新が

認められるためには完全なステージ２訪問の実施が要求さ

れることを LRQA は組織に伝達しなければならない。 

 

10. Follow up and Special Surveillance visits フォローアップ及び特別サーベイラン

ス訪問 

The objective of a follow up visit is to review the 

effectiveness of the correction and corrective 

action taken after the raising of a Major 

Nonconformity at a Stage 2 or Certificate renewal. 

The objective of a special surveillance visit is to 

review the effectiveness of the correction and 

corrective action taken after the raising of a Major 

Nonconformity at a Surveillance visit. 

In the event of complaints against you that is 

within the scope of this approval, or in the event 

that you notify LRQA of significant changes which 

are likely to affect the management system’s 

compliance with the criteria referred to and the 

approvals issued under your approval, LRQA will 

carry out either an unannounced or short notice 

visit to you for the purposes of investigating the 

complaint or reviewing the changes made. 

フォローアップ訪問の目的は、ステージ２又は更新審査時

に重大な不適合が発行された後に取られた修正及び是正処

置の有効性のレビューすることです。 

 

特別サーベイランス訪問の目的は、サーベイランス時に重

大な不適合が発行された後に取られた修正及び是正処置の

有効性のレビューすることです。 

 

認証範囲内における組織に対する苦情が発生した場合、又

は、組織が LRQA に参照された或いは認証の基準に照ら

してマネジメントシステムの適合に影響を及ぼしうる重大

な変更を通知した場合、LRQA は、苦情調査又は実施さ

れた変更をレビューする目的で、非通知又は直前通知での

組織への訪問を実施します。 
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11. Sampling サンプリング 

It is important to remember that even though a 

problem may not have been identified in an area of 

activity, it does not necessarily mean that there 

are no problems. As assessment work is based on 

sampling techniques, statistically there is always 

a possibility that issues will not be identified 

during an assessment. You should always 

remember this when you audit your own 

management system. 

活動領域において問題が特定されなかったとしても、それ

が必ずしもその領域において問題がなかったことを意味し

ないということに留意することが重要です。審査業務は、

サンプリングに基づいており、審査中に問題が特定されな

い可能性が常にあります。組織は、自身が自身のマネジメ

ントシステムの監査を実施する際も、これを常に念頭にお

くことがのぞましい。 

 

12. Certification decision 認証決定 
Following an assessment visit where an assessor 

makes a recommendation in relation to your 

certification, accreditation rules require that this 

recommendation will be subject to an independent 

review or certification decision, only following this 

decision will certification be either granted, 

renewed, extended, reduced, suspended or 

withdrawn. 

審査員が認証に関わる推薦を行う審査訪問に引き続き、認

定ルールはこの推薦が独立したレビュー及び認証決定の対

象となることを要求している。この決定に従ってのみ、認

証の授与、更新、拡大、縮小、一時停止、取消しが行われ

ます。 

 

13. Confidentiality 機密保持 

We will not pass on any of the information we 

gather about your organisation (including the 

contents of reports) to any other person or 

organisation without your permission (except as 

required by the accreditation body). 

LRQA は、(報告書の内容を含め)組織について収集したい

かなる情報も、他の人員や組織に対して許可なく開示する

ことはない。(ただし、認定機関によって要求された場合

を除く。) 

 

14. Further information さらなる情報 

To find out more about how LRQA can help you to 

increase performance and reduce risk, please visit 

our website www.lrqa.com. From here you can also 

visit one of our country specific websites to find 

out about LRQA in your country. 

LRQA が組織のパフォーマンスを改善しリスクを低減す

ることを支援する方法についてさらなる情報を閲覧するた

めに、LRQA のウェブサイト www.lrqa.com を閲覧し

てください。ここで組織は国内の LRQA についてのロー

カルウェブサイトを訪問することができます。 
 

http://www.lrqa.com/
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免責及び登録商標 

Care is taken to ensure that all information 

provided is accurate and up to date; however, 

LRQA accepts no responsibility for inaccuracies in 

or changes to information. 

For more information on LRQA, click here ( 

https://www.lrqa.com/entities ) © LRQA Group 

Limited 2022 

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。詳細は、LRQA のウェブサイト 

( https://www.lrqa.com/entities )をご覧ください。 

© 2022 LRQA Group Limited. 

 

 

お問い合わせ 
Email : yokohama-ba@lr.org 

URL : https://www.lrqa.com/jp

LRQAリミテッド 

〒220-6010 
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