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Annex B(inhrmative)

Quality rranagernent princiPles

8.1 General

This annex describes the eight quality manage-

ment principles which form the basis for the qual-

ity management standards prepared by ISO/TC

176. These principles can be used by top manage-

ment as a framework to guide their organizations

towards improved performance.

This annex gives the standardized descriptions of

the principles. In addition, it provides examples

of the benefits derived from their use and of ac-

tions that managers typically take in applying

the principles to improve their organizations'per-

formance.

8.2 Principle 1: Customer focus

Organizations depend on their customers and

therefore should understand current and future

customet needs, should meet customer require-

ments and strive to exceed customer expecta-
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附属書 B(参考)

品質マネジメントの原則

B.1 -般

この附属書では,ISO/TC 176が作成した品質マ

ネジメント規格が基礎としている八つの品質マネジ

メントの原則を示している.こ れらの原則は,パ フ

ォーマンスの改善に向けて自らの組織を導 くための

枠組みの一つとして トツプマネジメントが活用でき

るものである。

この附属書は, これら八つの品質マネジメントの

原則についての標準的な説明を示す.加えてこの附

属書は,こ れらの原則の活用によって得 られる便

益,及び組織のパフォーマンス改善のために, これ

らの原則を適用する際に,通常,管理層がとる行動

の例を示す。

B。2 原則 1:顧客重視

組織は,その顧客に依存しており,そのために,

現在及び将来の顧客ニーズを理解 し,顧客要求事項

を満たし,顧客の期待を超えるように努力すること

が望ましい。
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tions.

a) Key benefits

increased revenue and market share ob-

tained through flexible and fast respons-

es to market opportunities.

increased effectiveness in the use of the

organization's resources to enhance cus-

tomer satisfaction,

improved customer loyalty leading to re-

peat business.

b) Applying the principle of customer focus typi-

cally leads to

researching and understanding customer

needs and expectations,

ensuring that the objectives of the orga-

nization are linked to customer needs

and expectations,

communicating customer needs and ex-

pectations throughout the organization,

measuring customer satisfaction and act-

ing on the results,

systematically managing customer rela-

tionships,

ensuring a balanced approach between
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a)主 な便益は,次による.

― 市場での機会に柔軟かつ迅速に対応すること

による,収入及び市場占有率の増加

顧客満足向上のための,組織の資源活用の有

効性の向上

― 再取引 きにつながる顧客のロイヤリティの向

上

b)顧 客重視の原則の適用のためには,一般に,次

の事項が必要である.

一 顧客のニーズ及び期待 を調査 し,理解する.

組織の目標が顧客のニーズ及び期待につなが

っていることを確実にする。

顧客のニーズ及び期待を組織全体に伝達す

る。

顧客満足の度合いを測定し,その結果に基づ

いて行動する。

顧客との関係を体系的に運営管理する.

顧客の満足 と,そ の他の利害関係者 (オ ー
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satisfying customers and other interest-

ed parties (such as owners, employees,

suppliers, financiers, local communities

and society as a whole).

B.3 Principle 2: Leadership
Leaders establish unity of purpose and direc-

tion of the organization. They should create and

maintain the internal environment in which peo-

ple can become fully involved in achieving the or-

ganization's objectives.

a) Key benefits

people will understand and be motivated

towards the organization's goals and ob-

jectives,

activities are evaluated, aligned and im-

plemented in a unified way,

miscommunication between levels of an

organization will be minimized.

b) Applying the principle of leadership typically
leads to

considering the needs of all interested

parties including customers, owners, em-

ployees, suppliers, financiers, local com-
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ナ,従業員,供給者,融資者,地域コミュニ

ティ,社会全体など)の満足との間の,バ ラ

ンスのとれたアプローチをとることを確実に

する。

B。3 原則 2:リ ーダーシップ

リーダーは,組織の目的及び方向を一致させる。

/リ ーダーは,人々が組織の目標を達成することに十

分に参画できる内部環境をつく (創 )り だし,維持

することが望ましい。

a)主な便益は,次による.

一 人々が,組織の目標を理解し,それに向けて

意欲をもつ
.

b)

活動が,統一された方法で,評価され,整合

され,実施される。

組織の階層間の情報交換の不足及び不備が最

小限に抑えられる。

リーダーシツプの原則の適用のためには,一般

に,次の事項が必要である。

顧客,オ ーナ,従業員,供給者,融資者,地

域コミュニテイ及び社会全体を含むすべての

利害関係者のニーズを考慮する。
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munities and society as a whole,

establishing a clear vision of the organi-

zation's future,

setting challenging goals and targets,

creating and sustaining shared values,

fairness and ethical role models at all
levels of the organization,

establishing trust and eliminating fear,

providing people with the required re-

sources, training and freedom to act with
responsibility and accountability,

inspiring, encouraging and recognizing

people's contributions.
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組織の将来に関する明確なビジョンを確立す

る。

目標を高めに設定する。

組織のすべての階層において,共通の価値基

準,公平性及び倫理的模範を作 り持続 させ

る.

信頼を醸成し,恐れを取 り除く.

人々に対し,責任及び説明責任をもって行動

するために必要な,資源,教育 。訓練及び行

動の自由を提供する.

人々の貢献を促すように鼓舞し,奨励 し,褒

める.

B。4 原則 3:人々の参画

すべての階層の人々は,組織にとって最も重要な

ものであり,その全面的な参画によって,組織の便

益のためにその能力を活用することが可能となる。

a)主な便益は,次による.

一 人々が,意欲をもち,熱意をもって事に当た

り,深 く参画する。

一 組織目標の向上における革新及び創造性

人々が, 自己のパフォーマ ンスについて説明

8.1 Principle 3: Involvement of people

:"-. ple at all levels are the essence of an organi-

-.::,rn and their full involvement enables their
.i.,rties to be used for the organization's benefit.
.. Iiel'benefits

motivated, committed and involved peo-

ple within the organization,

innovation and creativity in furthering
the organization's objectives,

people being accountable for their own
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performance,

people eager to participate in and con-

tribute to continual improvement.

b) Applying the principle of involvement of peo-

ple typically leads to

people understanding the importance of

their contribution and role in the organi-

zation.

people identifying constraints to their

performance,

people accepting ownership of problems

and their responsibility for solving them,

people evaluating their performance

against their personal goals and objec-

tives,

people actively seeking opportunities to

enhance their competence, knowledge

and experience,

people freely sharing knowledge and ex-

perience,

people openly discussing problems and

issues.

B.5 Principle 4: Process approach
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責任を果たす .

一 人々が,継続的改善に意欲的に参加 し,貢献

する.

b)人 々の参画の原則の適用のためには,一般に,

次の事項が必要である.

一 人々が,組織における自己の貢献及び役割の

重要性を理解する。

人々が, 自己のパフォーマンス実現にかかわ

る制約条件を明確にする.

人々が,問題に自主的に取 り組み,解決に責

任をもつ。

人々が,個人の目標に対するパフォーマンス

を評価する.

人々が, 自己の力量,知識及び経験を高める

ための機会を積極的に求める。

人々が,知識及び経験を自由に共有する.

人々が,問題及び課題 をオープ ンに議論す

る.

B.5 原則 4:プロセスアプローチ
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A desired result is achieved more efficiently when

activities and related resources are managed as a

process.

a) Key benefits

lower costs and shorter cycle times

through effective use of resources,

improved, consistent and predictable re-

sults,

focused and prioritized improvement op-

portunities.

b) Applying the principle of process approach

typically leads to

systematically defining the activities

necessary to obtain a desired result,

establishing clear responsibility and ac-

countability for managing key activities,

analysing and measuring of the capabil-

ity ofkey activities,

identifying the interfaces of key activi-

ties within and between the functions of

the organization,

focusing on the factors, such as resourc-

es, methods, and materials, that will im-

prove key activities of the organization,
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活動及び関連する資源が一つのプロセスとして進

用管理されるとき,望 まれる結果がより効率 よく達

成される.

a)主 な便益は,次 による。

一  資源の効果的利用による, コス トの削減及び

サイクルタイムの短縮

― 改善 され,安定 した,予測可能な結果

― 改善の機会について焦点が絞られ,優先順位

が付けられる.

b)プ ロセスアプローチの原則の適用のためには,

一般に,次の事項が必要である.

― 望まれる成果を得るために必要な活動を体系

的に決定する。

一 主要な活動を運営管理するための責任及び説

明責任を明確に決める.

― 主要な活動の能力を分析し,測定する.

組織の部門内及び部門間における主要な活動

のインタフェースを特定する.

組織の主要な活動を改善する資源,方法,物

などの要因に焦点を合わせる.
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evaluating risks, cOnsequences and iln_

pacts of activities On custOnlers, suppli―

ers and other interested parties.

8.6 Principle 5: System approach to man-
agernent

Identifying, understanding and managing in-

terrelated processes as a system contributes to
the organization's effectiveness and efficiency in
achieving its objectives.

a) Key benefits

integration and alignment of the pro-

cesses that will best achieve the desired

results,

ability to focus effort on the key process-

ES,

providing confidence to interested par-

ties as to the consistency, effectiveness

and efficiency of the organization.

b) Applying the principle of system approach to

management typically leads to

structuring a system to achieve the orga-

nization's objectives in the most effective
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顧客,供給者及びその他の利害関係者に与え

る,活動の リスク,結果及び影響 を評価す

る.

B.6 原則 5:マネジメントヘのシステムアプローチ

相互の関連するプロセスを一つのシステムとして

明確にし,理解し,運営管理することが組織の目標

を効果的で効率よく達成することに寄与する.

a) 主な便益は,次 による。

望まれる成果を最大限に達成するプロセスの

統合及び整合

主要なプロセスに取組みを集中する能力

組織の一貫性,有効性及び効率に関して利害

関係者に信頼感を与える.

b)マ ネジメントヘのシステムアプローチの原則の

適用のためには,一般に,次の事項が必要であ

る。

一 組織の目標を最も効果的かつ効率的に達成す

るために,システムを構造化する.

242
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and efficient way,

understanding the interdependencies be-

tween the processes of the system,

structured approaches that harmonize

and integrate processes,

providing a better understanding of the

roles and responsibilities necessary for

achieving common objectives and there-

by reducing cross-functional barriers,

understanding organizational capa-

bilities and establishing resource con-

straints prior to action,

targeting and defining how specific ac-

tivities within a system should operate,

continually improving the system

through measurement and evaluation.

8.7 Principle 6: Continual improvement
Continual improvement of the organization's

overall performance should be a permanent objec-

tive of the organization.

a) Key benefits

performance advantage through im-

proved organizational capabilities,
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システムのプロセス間の相互依存関係を理解

する.

プロセスを調和 し,統合する構造化されたア

プローチ

共通の日標を達成するために必要な役割及び

責任に関してよりよい理解を与え,それによ

って部門間の障壁を減らす。

組織の能力を理解し,実行前に資源の制約を

明確にする。

システム内の個々の活動がどのように機能す

べきかについて明らかにし, 日標を定める.

測定及び評価を通じてシステムを継続的に改

善する.

B.7 原則 6:継続的改善

組織の総合的パフォーマンスの継続的改善を組織

の永遠の日標とすることが望ましい。

a)主な便益は,次による。

一 組織の能力の改善を通 じたパフォーマンスの

優位性

244
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alignment of improvement activities at

all levels to an organization's strategic

intent,

flexibility to react quickly to opportuni-

ties.

b) Applying the principle of continual improve-

ment typicallv leads to

employing a consistent organization-

wide approach to continual improvement

of the organization's performance,

providing people with training in the

methods and tools of continual improve-

ment,

making continual improvement of prod-

ucts, processes and systems an objective

for every individual in the organization,

establishing goals to guide, and mea-

sures to track, continual improvement,

recognizing and acknowledging improve-

ments.

8.8 Principle 7: Factual approach to deci-
sion rnaking

Effective decisions are based on the analvsis of
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すべての階層における改善活動 と組織の戦略

的意図との整合

機会に迅速に対応する柔軟性

b)継続的改善の原則の適用のためには,一般に,

次の事項が必要である.

― 組織のパフォーマ ンスの継続的改善のため

の,一貫性のある全組織的なアプローチを採

用する。

一 継続的改善の方法及びッールに関する教育・

訓練を人々に提供する.

製品,プ ロセス及びシステムの継続的改善

を,組織のすべての個々人の日標とする。

継続的改善の目標及び経緯を追跡するための

指標を設定する.

改善を褒め,感謝の意を示す。

B.8 原則 7:意思決定への事実に基づくアプローチ

効果的な意思決定は,データ及び情報の分析に基
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data and information.

a) Key benefits

- informed decisions.

an increased ability to demonstrate the

effectiveness of past decisions through

reference to factual records.

increased ability to review, challenge

and change opinions and decisions.

b) Applying the principle of factual approach to

decision making typically leads to

ensuring that data and information are

sufficiently accurate and reliable,

making data accessible to those who

need it.

analysing data and information using

valid methods.

making decisions and taking action

based on factual analysis, balanced with
experience and intuition.

B.9 Principle 8: Mutually beneficial sup-
plier relationships
An organization and its suppliers are interdepen
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つれ てヽいる.

a)主 な便益は,次による.

― 十分な情報に基づ く決定

― 事実に基づ く記録への参照を通 じた,過去の

決定の有効性 を実証する能力の向上

一 意見及び決定をレビューし,挑戦し,変更す

る能力の向上

b)意思決定への事実に基づ くアプローチの原則の

適用のためには,一般に,次の事項が必要であ

る。

一 データ及び情報が十分に正確で,信頼性のあ

るものであることを確実にする.

― データを,必要とする人々がアクセスできる

状態にする.

― 正しい方法を用いてデータ及び情報を分析す

る。

一 経験及び勘とのバランスがとれた,事実に基

づ く分析に基づいて,意思決定をし,処置を

行う。

B。9 原則 8:供給者 との互恵関係

組織及びその供給者は相互に依存しており,両者
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hances the ability ofboth to create value.
a) Key benefits

increased ability to create value for both
parties,

flexibility and speed ofjoint responses to
changing market or customer needs and
expectations,

optimization of costs and resources.

b) Applying the principle of mutually beneficial
supplier relationships typically leads to

establishing relationships that balance
short-term gains with long-term consid_

erations,

pooling of expertise and resources with
partners,

identifying and selecting key suppliers,
clear and open communication,

sharing information and future plans,

establishing joint development and im_

provement activities,

inspiring, encouraging and recognizing
improvements and achievements by sup_

pliers.
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の互恵関係は両者の価値創造能力を高める
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a)主な便益は,次による.

― 両者の価値創造能力の向上

― 市場又は顧客の,変化するニーズ及び期待に

対して共同で対応する際の柔軟性及びスピー

ドの向上

一 コス ト及び資源の最適化

b)供給者との互恵関係の原則の適用のためには,

一般に,次の事項が必要である.

― 短期的利益と長期的視野とのバランスがとれ

た,供給者との関係を確立する。

一 専門的知識及び資源をパー トナとの間で共有

する.

― 主要な供給者を特定し,選定する。

一 明確かつオープンなコミュニケーション

ー 情報及び将来計画の共有

一 共同開発及び共同での改善活動の体制を確立

する.

― 供給者による改善及び達成を鼓舞し,奨励

し,褒める.




