
2005 年 7 月 23 日  

TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》演習演習演習演習 (黒字部分黒字部分黒字部分黒字部分 )ととととコメントコメントコメントコメント (青字部分青字部分青字部分青字部分 ) 

 

ⅠⅠⅠⅠ．．．．演習演習演習演習のねらいのねらいのねらいのねらい    

 この演習は，ISO9001 を認証取得し，方針管理を品質マネジメントシステム (以下，QMS

と略 )の一環として運用している中小企業に対して第三者監査を行う場面を想定している。

第三者監査において，QMS の適合性を監査するに当たり方針管理／改善活動という側面で

どのような視点をもって臨んだらよいかを事例研究した。  

 

ⅡⅡⅡⅡ．．．．演習課題演習課題演習課題演習課題    

 方針管理を導入し，QMS の要素として運用している中小規模の企業において， JIS Q 

9001:2000 に基づく QMS の第三者審査 (又は内部監査 )を行っている人が，監査活動中に 1)

～11)に示す実施状況を発見したとする。  

それぞれの実施状況について，  

①  審査員 (又は内部監査員 )として，QMS の問題点を明確にし，組織にとって有

効な指摘を行うために，どのような情報の収集 (関係者への面談，活動の観察，

資料閲覧など )を行うべきか。  

②  情報の収集は，方針管理のプロセス及び /又は改善活動のプロセスの，どのプ

ロセスに注目すればよいか。  

【設問の補足】発見した事項が，方針管理又は改善活動のどこのプロセスに

大きく依存しているかを仮定し，何を対象に，どんなことを，どのようにし

て現場調査を行うか，またその現場調査は方針管理 (又は改善活動 )のどこの

プロセスに対して行うかを考察する。  

③  ①の情報を②のプロセスにおいて収集して検証した結果，QMS が適切に機能

していないと判断された場合，どのような指摘を行うことになるか，その指

摘の根拠･理由は何か (JIS Q 9001:2000 に規定されている要求事項に対する不

適合など )。  

 【設問の補足】不適合が考えられる場合は，どのようなことの指摘が想定でき

るか，またその指摘はどの要求事項に関連するかを考察する。そして，有効な監

査とするためには，どの要求事項に着目するかを考察する。  

について考えなさい。なお，この組織が適用している方針管理と改善活動の仕組みは，本

講座のテキストに準拠しているものとする。また，必要に応じて第三者審査・内部監査，

実施状況などについての条件を追加する。  

次の 1)～11)の実施状況について，ワークシートに回答する。（ワークシートの回答はグ

ループ演習の結果を一部アレンジして記入した。青字の※部分はコメントである。）  



ⅢⅢⅢⅢ．．．．実施状況実施状況実施状況実施状況    

〔〔〔〔P：：：：方針方針方針方針 ・・・・実施計画実施計画実施計画実施計画 のののの策定策定策定策定 ・・・・展開展開展開展開 のののの段段段段 階階階階 〕〕〕〕  

1) 部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，抽象的で具体性に乏しく，

また上位方針とほとんど変わらないものが多い。  

2) 部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，その方針は上位方針との

関連が弱い。あるいは部門の方針が他の方針や他部門の活動に対して，どのような影響

があるかがあいまいである。  

3) 上位方針と部門の方針との関連について，部門の方針が達成された場合に上位方針が達

成されるかどうかがあいまいである。  

4) 上位者は方針を説明して下位者の理解と納得を得ようとしているが，下位者の参画意識

が低く，現場の実状や意見を十分に反映できていない。  

〔〔〔〔P：：：：実施計画実施計画実施計画実施計画 のののの段階段階段階段階 〕〕〕〕  

5) 実施計画書の様式に決まりがなく担当者まかせで，部門間で計画内容のばらつきが大き

い。  

6) 実施計画を実行していく上で，どの程度の人・費用・時間が必要なのかが明確ではない，

あるいは関連する部門の責任・権限があいまいな計画が多い，あるいは協力を要請して

いる部門の関与が認められない。  

〔〔〔〔DC：：：：実施計画実施計画実施計画実施計画 にににに基基基基 づくづくづくづく実施実施実施実施 ・・・・管理項目管理項目管理項目管理項目 によるによるによるによる評価評価評価評価 のののの段階段階段階段階 〕〕〕〕  

7) 一部の方針（重点課題，目標，方策）については管理項目を設定しているが，全体的に

は管理項目を設定していない方針が多い。あるいは結果系の管理項目と要因系の管理項

目とを区別してはいるが，片方の管理項目しかない部門が多い。  

8) 方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を定期的に確認してはいるが，目標又は方策

が計画通り進んでおらず，またその原因追究ができてなく，とるべき処置が明確でない。 

〔〔〔〔A：：：：診断診断診断診断 のののの段階段階段階段階 〕〕〕〕  

9) 期中において，トップマネジメントが三現主義（現場・現物・現実）によって現場にお

ける方針の展開，実施状況，現場の実態と課題，管理者の能力などを確認し，提案する

などのコミュニケーションの場が設けられていない。あるいは，そのような場があった

としても一方通行的な報告会で終わっている。  

〔〔〔〔A：：：：期末反省期末反省期末反省期末反省 のののの段階段階段階段階 ほかほかほかほか〕〕〕〕  

10) 過去 2～3 年の方針 (重点課題，目標，方策 )に首尾一貫性がなく，調査・分析・解析

を行って方針が絞り込まれ，明確にされている形跡がない。また，方針管理の仕組

みの改善も行われていない。  

11) 是正処置において同種の不適合のものがある。あるいは是正処置の結果が該当する

標準類の制定･改定･廃止へ反映されていないものがある。  



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    1 

部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，抽象的で具体性に乏しく，

また上位方針とほとんど変わらないものが多い。  

※講座テキスト該当ページは，P11～12（プレテン資料スライド№26-27）  

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

上位方針が漠然としており，部下が上位方針を理解していないことを仮定した。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1. 組織図  

2. 職務分掌，業務分担，機能  

3. 上位方針と各部門の個別方針を収集して，面談を行

う (背景やすり合わせなどを部門責任者に確認，方

針・計画伝達実施記録などの確認 )。  

 

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロプロプロプロセスセスセスセス：：：：    

1. PDCA の視点では，  

現状把握，目標設定，計画の

策定のプロセス  

2. 方針管理では，  

方針展開，部門の重点課題･

目標･方策の策定のプロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■ 各部門の役割が分かっていない (自覚されていな

い )。  

■ 組織内の夫々の部門及び階層で品質目標を設定する

ことに反している。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ ISO9001 5.4.1 

※【コメント】部門の重点課題・目標・方策に関わる事項であり，部門の方針が具体的で

ないケースである。上位方針達成のための部門の重点課題が絞り込まれていない場合，ま

た重点課題に対する調査・分析・解析が十分でなく具体的方策になっていない場合が想定

される。 ISO9001 では，5.1，5.2，5.3，5.4.1 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    2 

部門ごとに方針（重点課題，目標，方策）を定めてはいるが，その方針は上位方針との

関連が弱い。あるいは部門の方針が他の方針や他部門の活動に対して，どのような影響が

あるかがあいまいである。  

※講座テキスト該当ページは，P12（プレテン資料スライド№29-30）  

追加追加追加追加 したしたしたした条条条条 件件件件 ：：：：    

上位方針は明確である。  

部門長との面談を実施する。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

    

1.会社方針，部門方針にについて，どんなふうに弱いか，

なぜ弱いのか，どうやって部門方針を決めたのか (決め

た方法，理由 )を確認する。おもに，  

・前年度の反省，また将来のことを考慮して方針を策

定したかを確認する。  

・当該部門の方針策定のルールはどうなっているのか

を確認する。  

2.すり合わせについて，  

・トップ，他部門との面談を行い，すり合わせの実施

状況 (すり合わせの仕方，チェック )を確認する。  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.講座テキストの「方針管理の基

本的プロセス (図 3.8)」  

 

2.講座テキストの「問題解決･課

題達成のプロセス (図 4.6)」  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■上位方針との関連が弱い，又は他の方針や他部門の活

動に対してどのような影響があるかがあいまい。これ

は，ISO9001 の 5.3 品質方針の中の c),d),e)へ適合してい

ない可能性がある。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ ISO9001 5.3 c),d),e) 

※【コメント】方針の展開，特に上下・左右のすり合わせの適切さに関わる事項である。

ISO9001 では，5.1，5.3，5.4.1 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    3 

上位方針と部門の方針との関連について，部門の方針が達成された場合に上位方針が 

達成されるかどうかがあいまいである。  

※講座テキスト該当ページは，P13    

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

上位方針と部門の方針に整合性がない。  

自部門で独自に方針を立案した。  

上位方針を理解したうえで方針を立案した。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.上位の方針を聞く。  

2.上位の方針に基づき立案したかを確認する。  

3.自部署の方針は達成したかを確認する。  

4.上位方針を理解して自部署の方針を策定したかを確

認する。  

5.中長期の方針を確認する。  

6.計画時点でのチェック機能を確認する。  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.方針の展開のプロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

【独自に計画を立案した場合】  

■組織全体に周知していない，徹底されていない。 (ト

ップ方針との整合が取れていない。 ) 

【トップ方針はわかって計画した場合】  

■ 計画時点で QMS 全体での不整合チェック機能が働

いていない。  

■ トップの品質方針と整合した文言に表現できなかっ

た。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

 

■ ISO9001 5.3.d)   

■ ISO9001 5.4.1 

 

 

■ ISO9001 5.4.1   

※【コメント】方針の展開，特に上下のすり合わせの適切さに関わる事項である。｢上位

者は，部門又は部門横断チームの重点課題・目標・方策が達成された場合に方針が達成さ

れるか，またどの部門又は部門横断チームの重点課題・目標・方策の寄与度が大きいかを

検討しているか｣，「上位者は展開した目標の積み上げで最終的に組織全体の目標を達成で

きるかを検証しているか｣などを確認する。 ISO9001 では，5.4.1，5.5.3 などが監査の対象

になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    4    

上位者は方針を説明して下位者の理解と納得を得ようとしているが，下位者の参画意識

が低く，現場の実状や意見を十分に反映できていない。  

※講座テキスト該当ページは，P13    

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：なし  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.下位者へのインタビュー  

・ 方針の説明があったか，周知方法は…。  

・ 方針に対する議論をしたことがあるか。  

・ 方針の確認 (末端までの )，方針の策定方法は…。 

2.上位者へのインタビュー  

・ 下位者への伝達方法は。  

・ 会議などでの議事録はあるか。  

・ 現状把握をどのように行っているか。  

3.組織の方針と部門の方針を確認する  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.方針管理における部門の重点

課題決定のプロセス  

2 方針管理における，目標の設

定，方策の立案のプロセス  

3.改善活動における現状把握の

プロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■組織の方針と部門の方針との整合性がとれていない。 

■内部コミュニケーションが不足している。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ISO9001 の 5.4.1（品質目標）  

■ ISO9001 の 5.5.3(内部コミュニ

ケーション ) 

※【コメント】方針の展開，特に上下のすり合わせの適切さに関わる事項である。｢すり

合わせの場は，上位者は方針の設定の意図を説明し，下位者は現場の実状，意見を提案す

る双方向の議論の場としているか｣を確認する。 ISO9001 では，5.3，5.4.1，5.5.3 などが監

査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    5    

実施計画書の様式に決まりがなく担当者まかせで，部門間で計画内容のばらつきが大き

い。  

※講座テキスト該当ページは，P14（プレテン資料スライド№33）  

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

内容が形骸化している。  

資源の配分が考えられていない。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.会社の方針／各部所の方針  

2.すり合わせの状況 (上位者の役割･実施，会社への提案

状況 ) 

3.部門横断チームの状況 (上位者の役割･実施，会社のへ

提案状況 ) 

4.資源の配分 (上位者の役割･実施，会社のへ提案状況 ) 

5.各部署の実施計画のレビュー  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.方針管理のプロセス  

・方針管理の基本的なプロセス  

・方針の展開と実施計画の策定

プロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：【考えられるもの】  

■方針・目標・計画  

■責任と権限／管理責任者  

■内部コミュニケーションが弱い  

■マネジメントレビューが弱い  

■資源の提供のバランス  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

 

※【コメント】実施計画の策定の適切さに関わる事項である。組織として実施計画に含め

る事項を定めているかを確認する。一般的には，①関連する方針，実施事項，担当者及び

その責任・権限，実施日程，②最終的な目標値，途中段階での目標値，異常の判断基準と

なる処置限界，確認の時期及び頻度，③月単位などのあらかじめ定められた期間に実施す

る項目，④計画通りに進まなかった場合に必要な処置をとる責任者，⑤自部門の活動がも

たらす他部門への影響及び協力内容に基づく必要な支援体制などが，実施計画に含める基

本事項である。 ISO9001 では，4.2.1，5.3，5.4.1 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    6    

実施計画を実行していく上で，どの程度の人・費用・時間が必要なのかが明確ではない，

あるいは関連する部門の責任・権限があいまいな計画が多い，あるいは協力を要請してい

る部門の関与が認められない。  

講座テキスト該当ページは，P13（プレテン資料スライド№29-31）     

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

方針管理の手順に沿って期の方針が定められている。  

部門の方針に対して審査している (部門長インタビュー )。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.部門長に実施計画を提示してもらう。  

2.部門長に資源の必要性の検討結果を質問する。  

3.部門内で達成可能かを質問する。  

4.実施状況を質問し，報告書を確認する。  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.講座テキストの「実施計画の策

定及び管理項目の設定 (図 3.8)」

のプロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■実施計画書名より策定しているが，あいまいな点がい

くつか見られた。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ ISO9001 の 5.4.2 a) 

※【コメント】方針の展開，特に上下・左右のすり合わせの適切さに関わる事項である。

｢上位者は，部門間連携の必要性について検討し，協力内容と連絡者を決定しているか｣，

｢上位者及び下位者は，方策を実施するために必要な資源及び利用可能な資源を対比し，

目標を達成する上での障害を検討しているか｣などを確認する。 ISO9001 では，4.1，5.1，

5.5.1，5.5.3，6.1，6.3，6.4 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    7    

一部の方針（重点課題，目標，方策）については管理項目を設定しているが，全体的に

は管理項目を設定していない方針が多い。あるいは結果系の管理項目と要因系の管理項目

とを区別してはいるが，片方の管理項目しかない部門が多い。  

※講座テキスト該当ページは，P14(P7)（プレテン資料スライド№34(15)）     

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

製造部門の審査とする。  

期の 3/4 くらい経過した時点とする。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

1.マネジメントレビューの記録  

2.実施計画書及び達成状況の分析記録  

3.下位者との面談  

4.マネジメントレビュー，方針管理に関連した規程類の

確認  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.方針の展開のプロセス  

2 マネジメントレビューのプロ

セス  

3.実施計画の策定及び管理項目

の策定のプロセス  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■マネジメントレビュー，方針管理に関連した規程類は

あるが，それらに基づいて実施されていない。  

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

 

※【コメント】管理項目の設定の適切さに関わる事項である。管理項目が実質的でない場

合は，方針達成のための方策が具体的でない場合が往々にしてある。また，その遠因とし

て，具体的方策を見出すための調査・分析・解析が不十分である場合が多い。 ISO9001 で

は，4.1，8.2.3，8.2.4 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    8    

方針（重点課題，目標，方策）の実施状況を定期的に確認してはいるが，目標又は方策

が計画通り進んでおらず，またその原因追究ができてなく，とるべき処置が明確でない。 

※講座テキスト該当ページは，P15（プレテン資料スライド№36）     

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

部門目標あり  

月次管理資料あり  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.計画が妥当 (適切 )であったか  

 全社推進事務局に対して…昨年の MR 記録  

…月次報告  

…直近の MR 記録  

2.日常管理がうまくいっているか  

 部門長に対して…月次報告  

 部員に対して …部門目標ヒヤリング  

3.MR でトップは指摘しないのか  

 経営者に対して…MR 記録  

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.トップマネジメントによる診

断，レビューのプロセス  

2.目標と実績の差異分析のプロ

セス  

 

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■計画通りの結果が達成できていないのに，修正及び是

正処置されていない。  

 

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ ISO9001 の 8.2.3 

■ ISO9001 の 8.5.2 

※【コメント】方針の実施状況の確認と処置の適切さに関わる事項である。特に，計画し

た方策が確認した時点で完了していない又は処置限界から外れて進捗が遅れている場合

は，それに至った運営管理の側面での原因を究明して再発防止処置がとられているかを確

認する。 ISO9001 では，4.1，5.3，6.2，8.2，8.4，8.5 などが監査の対象になり得る。 

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    9    

期中において，トップマネジメントが三現主義（現場・現物・現実）によって現場に   

おける方針の展開，実施状況，現場の実態と課題，管理者の能力などを確認し，提案する

などのコミュニケーションの場が設けられていない。あるいは，そのような場があったと

しても一方通行的な報告会で終わっている。  

※講座テキスト該当ページは，P16（プレテン資料スライド№37-39）     

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

第三者審査者の立場で考える。  

中小規模の製造業 (100 人弱 )で ISO 認証取得済み。  

マネジメントレビュー (5.6)の審査時に，マネジメントレビューの場で，トップが一方通

行的な報告会で終わっている。  

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

1.トップインタビューで MR 実施の確認  

2.MR の計画書確認  

3.実施記録を確認  

4.参加者を確認  

5.当日在籍者に面談 (数名に確認 ) 

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

1.本講座テキストの図 3.8 の下か

ら 2 段目のプロセス  

 実施計画に基づく実施  

 管理項目による結果の評価  

 方針 ,重点課題 ,目標 ,方策及び

実施計画の見直し  

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

■MR の場において有効性に関しての情報交換が十分

に行われていない  

 

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

■ ISO9001 の 5.5.3（内部コミュ

ニケーション）  

※【コメント】トップマネジメントによる診断に関わる事項である。方針管理をより確実

なものにするには，現場・現物・現実による診断を通じて「方針の達成度」と「方針達成

のためのプロセス」の実情をトップマネジメントが把握することが不可欠である。トップ

マネジメントは，診断結果から組織の方針の浸透度合いを把握するとともに，部門又は部

門横断チームの管理能力と問題解決能力を評価し，また部門又は部門横断チームの問題点

を把握し，トップマネジメントの立場からマネジメントシステムのパフォーマンスを改善

していくための提案を行う。ISO9001 では，5.1，5.3，5.5.2，5.5.3，5.6，7.，8.などが監査

の対象になり得る。  

 



TQM 基礎講座基礎講座基礎講座基礎講座《《《《第第第第 4 回回回回》》》》グループグループグループグループ演習演習演習演習    (※※※※印印印印ははははコメントコメントコメントコメント ) 

実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    10    

過去 2～3 年の方針 (重点課題，目標，方策 )に首尾一貫性がなく，調査・分析・解析

を行って方針が絞り込まれ，明確にされている形跡がない。また，方針管理の仕組み

の改善も行われていない。  

※ 講座テキスト該当ページは，P16-18（プレテン資料スライド№41-45）  

※ この実施状況に対して，演習してみてください。  

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

①①①①収収収収 集集集集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

 

 

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

 

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

 

 

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

 

※【コメント】期末の反省を通した問題点の明確化(方針の実施状況のレビューと次期へ

の反映，目標と実績の差異分析，分析結果に基づく処置，トップマネジメントによる期末

のレビュー)の適切さに関わる事項である。 ISO9001 では，5.3，5.6.3，6.2，8.4，8.5 など

が監査の対象になり得る。 
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実施状況実施状況実施状況実施状況 のののの番号番号番号番号 ：：：：    №    11    

是正処置において同種の不適合のものがある。あるいは是正処置の結果が該当する

標準類の制定･改定･廃止へ反映されていないものがある。  

※この実施状況に対して，演習してみてください。     

追加追加追加追加 したしたしたした条件条件条件条件 ：：：：    

①①①①収集収集収集収集 すべきすべきすべきすべき情報情報情報情報 ((((面談面談面談面談 ，，，，観察観察観察観察 ，，，，資料資料資料資料 などなどなどなど))))：：：：    

 

 

 

②②②②方針管理方針管理方針管理方針管理 ････改善活動改善活動改善活動改善活動 でででで    

    関連関連関連関連 するするするするプロセスプロセスプロセスプロセス：：：：    

 

③③③③-1 指摘指摘指摘指摘 ：：：：  

 

 

③③③③-2 指摘指摘指摘指摘 のののの根拠根拠根拠根拠 ････理由理由理由理由 ：：：： 

 

 


