DQS ASSESSMENT AND
CERTIFICATION REGULATIONS
DQS社が提供する審査及び認証に関する規程
1. Assessment and Certification Services
審査及び認証サービス
1.1 Scope and Applicability
These DQS Assessment and Certification Regulations apply to all assessment and certification services
offered and rendered to clients of the international DQS Group, including all its subsidiaries and partners.
A current list of all members of the DQS Group is available at www.dqs-holding.com. These regulations
apply throughout all stages of the certification or assessment process, including but not limited to service
offers and quotations, contracts, purchase and/or work orders, schedules and addendums agreed to
between DQS and Client, unless it is otherwise explicitly agreed in writing or so prescribed by statutory
instruments.
These Assessment and Certification Regulations become effective with immediate effect after their
publication and remain valid until a new version is issued and published.
The current version of these regulations is available in English language at
http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html or upon request from every
DQS office.
1.1 適用範囲及びその適用
本規程「ＤＱＳ社が提供する審査及び認証に関する規程」は、子会社及びパートナーを含む全世界のDQSグルー
プのすべてのお客様に対し提供及び実施するすべての審査及び認証サービスに適用されます。
最新のDQSグループ会社のリストは、ホームページ（http://www.dqs-holding.com/en/）で確認いただけます。
本規程は、書面で別途明示的に合意した場合、あるいは法的手段で決定された場合を除き、認証及び審査のプ
ロセスの全ステージにおいて適用されます。その中には、サービスのご提案、見積、契約、受発注、スケジューリ
ング及びDQS社とお客様との間で締結された追加契約を含みます。
本規程は、この発行をもって直ちに効力が発生し、別途の改訂があるまで有効となります。
英語の最新版の掲載場所は次の通りです。
http://www.dqs-holding.com/en/pages/about-dqs-group/certification-rules.html
また、ご要望があれば各DQSオフィスから入手することも可能です。
注：日本語の最新版は、DQS Japanのホームページ http://www.dqs-japan.co.jp に掲載されております。
1.2 Definition of terms
“Client” stands for customers and any organization that inquires about or receives any DQS certification or
assessment service, including their representatives, who act on their behalf.
“DQS” stands for any group member of the international DQS Group, including its subsidiaries and
partners, who offer and/or deliver certification and assessment services to clients.
“Assessment” stands for any systematic DQS activity for obtaining objective evidence and evaluating it
objectively to determine the extent to which defined criteria are fulfilled; it may be also referred as “audit”.
“Assessor” stands for assessors, auditors and experts, who are assigned to a certification and assessment
process on behalf of the DQS group.
1.2 用語の定義
「お客様」とは、DQS 社の認証または審査サービスに関して問合せをしている、またはサービスを受けている個人
または法人を言います。これには、その代理人を含みます。
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「DQS」とは、お客様に対し認証及び審査サービスを提供する子会社及びパートナーを含む全世界の DQS
グループのあらゆる構成員を意味します。
「審査（アセスメント）」とは、客観的な証拠を得ること、及びその証拠が定義した基準の範囲の条件を満たして
いるか客観的な評価をする、システム化された DQS 社の活動を表します。「監査（オーディット）」と称されることも
あります。
「審査員」とは、審査員及び技術エキスパートを意味し、これらの者が DQS グループを代表し、認証及び審査プロ
セスに当たります。
1.3 Assessment and Certification Services
The assessment and certification of a management system by an independent, competent third party,
such as DQS, generates valuable benefits for the client. A DQS certificate will serve as evidence for a
suitable and effective management system with the capability to continuously meet customer expectations
as well as regulatory and statutory requirements.
During an assessment qualified and experienced assessors review the management system and its
processes for ongoing suitability and effectiveness in light of changing markets and environment. By
identifying improvement potential, assessors enhance the organization’s ability to meet established goals
and objectives, thus enhancing sustainable success for the client. With a DQS certificate customers may
place confidence on the client and the certified management system, which has been assessed and
certified to recognized standards and specifications.

1.3 審査及び認証サービス
DQS 社のような、独立した立場で、高い能力を有する第三者機関がマネジメントシステムの審査及び認証を行う
ことは、お客様にとって価値のあるベネフィットを生み出します。DQS 社の登録証は、適切で有効なマネジメントシ
ステムの証明であり、お客様の期待に持続的に応え、法的要求事項を満たしていることの証明になります。
審査では、認定資格を持つ経験豊かな審査員が、絶えず変化する市場と環境を考慮に入れつつ、マネジメントシ
ステムとそのプロセスが、常に適切で有効であることをレビューします。改善の機会を特定することにより、審査
員は、組織が掲げた目標・目的に達成するよう、組織の能力を高めます。また、そのことによりお客様の持続的
な成功を促すことになります。DQS 社の登録証は、組織及び組織の認証されたマネジメントシステムに対してお
客様に確信を与えるものであり、認知された規格・仕様に基づき審査され認証されたことを示すものとなります。
1.4 Reference to individual contract and commercial terms; contractual relationship to the
accredited DQS office
These DQS Assessment and Certification Regulations are an integral part of any and all certification and
assessment agreements between Clients and DQS. Such agreements will always specify the individual
type and nature of services offered and rendered, including pricing and timing. Furthermore, the parties will
establish commercial terms, which will usually be specific to the country of service delivery and/or the
country of residence of the contractual partners. Such commercial terms may include clauses on legal
representation, jurisdiction, liability, tax, terms of payment and others, defined in the agreement itself or a
respective reference document and addendum to the agreement.
Whenever a local DQS office provides a service under authorization or accreditation of another DQS
office, it acts in name and in behalf on the respective authorized/accredited office. Acceptance of the local
offer and signature of the local contract constitutes also a legal binding certification contract between client
and authorized/accredited DQS office. Operational, financial and legal responsibility for activities under a
specific accreditation remain always under responsibility of the accredited DQS office.
1.4 個別の契約と取引条件の照合：認証する DQS オフィスとの契約上の関係性
お客様と DQS 社の間で締結される認証及び審査に関する契約のあらゆるもの全てにおいて、本規程は欠くこと
のできないものです。個別の契約というのは、個々の種類及び提供するサービスの特徴（価格やタイミングを含
む）が必ず特定されています。更に、お客様と DQS 社は取引条件を設定することになりますが、通常はサービス
を提供する国及び/または契約者双方が、居住する国により違いがある場合があります。ここで言う取引条件に
は、法的代理人、管轄区、義務、税金、支払い方法などを含み、契約書自体に定める事もありますし、それぞれ
の参照文書及び契約書の追記で定める事もあります。
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現地の DQS オフィスが、別の DQS オフィスの認可又は認定のもとでサービスを提供する場合は、それぞれの
認可/認定を受けたオフィスの名義で、代理として活動します。現地での申し込みの受諾及び現地の契約書の
署名は、お客様と認可/認定を受けたオフィスとの間で法的拘束力を持つ認証契約書となります。
特定の認定の下で実施される活動の業務上、財務上、又は法律上の責任は、常に認定を受けた DQS オフィスの
責任下にあります。

2. The Certification Process
認証プロセス
DQS assesses the Client’s management system, or parts thereof, with the goal of determining its
conformity with agreed and acknowledged requirements, such as international, national or sector-specific
standards or specifications. The respective assessment process may involve one or more steps, usually
ending with an assessment report, which documents the assessment results. In the case of certification
services DQS will issue a customer-specific certificate, confirming conformity to the respective
requirements, when the fulfillment of all applicable requirements has been evident.
If nonconformities with requirements of the respective standard or specification have been identified during
an assessment, corrective action shall be planned and carried out by Client within a specified time frame.
Certificates will only be issued after the effective deployment of suitable corrective action has been
demonstrated. The scope and duration of validity shall be stated on the certificate.
All audit findings are based on a sampling process, targeted towards reliable evidence for effective
implementation and compliance of the management system. Further business aspects may exist, positive
or negative, which have not been reviewed by the audit team. It is the sole organization´s responsibility to
investigate and evaluate the potential impact and scope of findings, thus continuously ensuring full
compliance to the applied standard(s). In cases of non-compliance, DQS is not liable.
DQS and Client agree that the evaluation and/or certification of the Client’s management system(s) shall
be performed in accordance with the applicable standards, the industry related requirements (if applicable)
and the Assessment and Certification Agreement, including this document and any documents attached
thereto or referred to therein.
DQS is independent, neutral and objective in its assessments and certifications. Assessments are
normally performed at Client’s place of operations (on-site) but may be complemented by remote auditing
activities (off-site). The type, extent and time schedule of the procedure are subject to separate agreement
by the parties. DQS strives to minimize any disturbances of the business process while conducting the
assessment on Client’s premises.
DQS 社は、お客様のマネジメントシステム又はその一部を、当該システムの有効性を含めて合意された
要求事項（国際的あるいはその国固有あるはセクター毎の規格あるいは仕様など）への適合性を判断することを
最終目標として評価します。この審査プロセスは単一あるいは複数のステップを持ち、通常、審査結果を文書化
した審査報告書を提出することで終了します。認証サービスの場合は、DQS 社は適用要求事項がすべて満たさ
れていることが明確な場合に、その要求事項に適合していることを確認しているという登録証をお客様ごとに
発行します。
個々の規格又は仕様の要件に対する不適合が審査中に確認された場合、指定された時間の範囲内で、お客様
が是正処置を計画及び実施するものとします。登録証は、適切な是正処置が効果的に展開された後にしか発行
できません。登録証には登録範囲と有効期限が明記されます。
全ての審査指摘事項は、マネジメントシステムの効果的な実施及び準拠を示す確かな証拠になることを目的とし
て、サンプリングプロセスに基づいています。審査チームによりレビューされなかった肯定的、又は否定的な業務
の側面が存在する可能性があります。その潜在的な影響及び指摘の範囲を調査し評価するのは、お客様組織
側の責任となります。従って、組織は該当する規格への準拠を継続的に確実にするものとします。遵守違反が
あった場合は、DQS 社は責任を負いません。
DQS 社とお客様は、お客様のマネジメントシステムの評価と認証が、適用規格、産業別の要求事項（適用される
場合のみ）、本文書に付属する、または本文書を参照するあらゆる文書を含み、「審査と認証の契約」に基づき
実行されることに同意するものとします。
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DQS 社は、審査においては、独立した立場であり、中立的で、かつ客観的です。審査は、通常はお客様の事業所
（オンサイト）において行い、リモートの審査活動（オフサイト）で捕捉することがあります。手続の種類、範囲、及
びタイムスケジュールは、両当事者による個別の合意に従うこととします。DQS 社は、お客様の敷地内で審査を
実施する間、ビジネスプロセスへの障害を最小にするよう努めます。
The Certification Process will generally include the following steps:
認証プロセスは、通常以下のステップを含むものとします。：
2.1 The process starts with the client’s needs and expectations. DQS wants to learn about the
client’s organization, its management system, size and types of operation. Together both
parties will define objectives for the assessment and/or certification, including applicable
standards and specifications.
お客様のニーズと期待からプロセスは始まります。DQS社はお客様の組織、マネジメントシステム、
業務の規模と種類について学びたいと考えています。お客様とDQS社の双方は、審査及び/または
認証について、適用規格及び仕様を含め目標を明確にします。
2.2 DQS will provide a detailed offer for assessment and certification services, tailored to
individual client needs, based on the information provided initially. A written contract will
specify all relevant deliverables as well as applicable assessment and certification criteria.
DQS社は審査及び認証サービスに関する詳細の提案を提示します。提案は、お客様独自の初期
情報に基づいて作成いたします。文書形式の契約にて、すべての成果物と適用する審査及び認証
の基準を特定します。
2.3 A pre-audit can serve as initial performance or gap analysis, identifying strengths and areas
for improvement. For larger assessment and certification projects a project planning meeting
provides a valuable opportunity for the client to meet the lead assessor and develop a
customized assessment plan for all functions and locations involved. Both services are
optional.
予備審査としては、強みと改善の余地を明確にする初期パフォーマンス分析、あるいはギャップ分
析の提供が可能です。大規模な審査及び認証プロジェクトの際には、プロジェクト計画会議により
お客様が主任審査員と会い、関連するすべての機能と事業所を含められるようカスタマイズされた
審査計画を作るという価値ある機会を提供します。予備審査及びプロジェクト計画会議ともに
オプションのサービスです。
2.4 Stage 1 audit (System analysis): The assessment procedure itself begins with review and
evaluation of system documentation, goals, results of management review and internal
audits. During this process, it will be determined whether the client’s management system is
sufficiently developed and ready for certification. The assessor will explain findings and
coordinate any required activities to prepare for the on-site system assessment.
Stage 1審査（システム分析）：審査手順はシステム文書、目標、マネジメントレビュー及び内部監査
の結果のレビューと評価で始まります。このプロセスでは、お客様のマネジメントシステムが十分
展開されており、認証のための準備が完了しているかどうかを判断します。審査員は、指摘事項を
説明し、オンサイトでのシステム審査に備えて必要な活動をコーディネートします。
2.5 Stage 2 audit: The assigned auditor team will audit the client’s management system at the
place of production or service delivery. Applying defined management system standards and
specifications, the assessment team will evaluate the effectiveness of all functional areas as
well as all management system processes, based upon observations, inspections, interviews,
review of pertinent records, and other assessment techniques. The audit result, including all
findings will be presented to the client during the closing meeting. Required action plans will
be agreed upon as necessary.
Stage 2審査：指名された審査チームがお客様の製造及びサービス提供の現場でお客様のマネジ
メントシステムを審査します。定められたマネジメントシステムの適用規格及び仕様に従い、
審査チームは、すべての機能分野とすべてのマネジメントプロセスを評価します。これは、観察、
検査、インタビュー、関連する記録のレビュー及び他の審査手法により行われます。指摘事項を含
む審査結果は、終了ミーティングでお客様に示します。要求されるアクションプランは、必要に応じ
合意していただきます。
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2.1 Initial Information
初期情報
2.2 Offer and Contract
オファーと契約

2.3 Pre-Audit
(optional)
予備審査
（オプション）

2.7 Surveillance audits: Either semi-annually or at least once
per year, there will be an on-site audit of the critical
components of the management system. Improvement
potential will be identified, with a focus on continual
improvement and sustained effectiveness.
継続審査：半年あるいは最低1年に1回、オンサイトでマネジメ
ントシステムの主要な部分の審査が行われます。
継続的改善と有効性の維持に焦点をあて、改善の機会が
特定されます。

2.4 Stage 1 audit
(System analysis)
ステージ１審査
（システム分析）
2.5 Stage 2 audit
ステージ２審査

2.6 System
Evaluation and
Certification
システム評価と認証

st

2.7 1
surveillance
audit
１回目の継続審査

2.6 System Evaluation: The independent certification function
of DQS will evaluate the audit process and its results, and
decide independently about issuance of the certificate.
The client receives an audit report, documenting the audit
results. When all applicable requirements are fulfilled the
client also receives the certificate.
システム評価：DQS社の独立した認証機能が、審査プロセス
とその結果を評価し、登録証の発行を独自に決定します。お
客様は審査結果をまとめた審査報告書を受領します。該当す
る要求事項がすべて満たされた場合、お客様は登録証も受
領します。

2.8 Re-Audit: A management system certificate is valid for a
limited period of time, frequently for a maximum of three
years. At the end of this cycle, a re-audit will be carried
out to ensure the ongoing fulfillment of all applicable
nd
2
requirements. Subject to this fulfillment, a new certificate
surveillance
will be issued.
audit
更新審査：マネジメントシステムの登録証には、一定の有効
2 回目の継続審査
期限があり、通常3年間有効です。各サイクルの終わりに、
適用された要求事項が継続的に満たされていることを確実に
するため、更新審査が行われます。要件を満たしている
2.8 Re-Audit
場合、新しい登録証が発行されます。
更新審査
For sector specific standards, the described certification
process may differ.
セクター毎の規格により、上記の認証プロセスは変わる事が
あります。

3. Rights and Obligations of Client
顧客の権利と義務
3.1. Maintaining the Management System
In order to obtain and maintain a certificate, the Client shall implement and maintain a documented
management system which fulfils the requirements of the selected standard or specification. The Client
shall provide evidence of conformity and effectiveness of the assessed management system, readily
available for assessment by the assigned assessment team. The Client shall undertake all necessary
actions to ensure that the management system is maintained in a conforming and effective manner at all
times.
3.1 マネジメントシステムの維持
登録証の取得と維持のため、お客様は選択した規格または仕様を満たす文書化されたマネジメントシステムを導
入し維持しなければなりません。お客様は、審査を受けるマネジメントシステムの適合性と有効性の証拠を、審査
チームによる審査の際、提示しなければなりません。
お客様はそのマネジメントシステムが適合性と有効性を維持していることを確実にするため、必要なアクションを
取らなければなりません。
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3.2. Access to Information
The Client ensures that DQS has access to all necessary information and the required facilities to perform
the assigned assessment tasks. The Client commits all nominated representatives and employees to
provide the assessor with accurate and complete information in a timely manner concerning all processes
which may be significant to the assessment. Within the scope of certified management systems, all
records relating to complaints and their corrective actions shall be presented to DQS upon request.
3.2 情報へのアクセス
お客様は、DQS社がその任務を履行するために必要なあらゆる情報にアクセスし、かつ必要な施設の利用を可
能にすることを保証しなければなりません。また審査のために重要なすべての工程に関する正確かつ完全な情
報を、すべての指名された担当者及び従業員は、タイムリーに審査員に対して提供しなければなりません。認証
を受けたマネジメントシステムの範囲内で、苦情及びその是正活動に関するすべての記録は、要請があり次第
DQS社に対して提出されなければなりません。
3.3. Notification of Changes and Special Incidents
The Client is obliged to inform DQS without delay of any changes, which may influence the certified
management system. This applies in particular to the purchase/sale of all or a portion of the company, any
change in ownership, major changes in operations, fundamental alterations in processes, incidents such
as a serious accident or a serious breach of regulation/legal obligation necessitating the involvement of the
competent regulatory authority, or the filing for bankruptcy or composition proceedings. In any of these
cases, DQS will consult with Client and determine how the certificate may be maintained.
3.3 変更があった場合及び特別な事象の際の通知
認証を受けたマネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更について、お客様は、DQS社に対して遅滞
なく通知する義務を負います。これは、特に会社の全部、又は一部の買収／売却、所有権の変更、作業領域の
変更、工程の基本的変更、破産もしくは和議手続の申立に適用されます。
いずれの場合でも、DQS社はお客様と協議の上、認証を維持する方法について決定します。
3.4. Independence of the Assessment
Client is obliged to avoid anything that might compromise the independence of the employees and
assessors of DQS. This applies in particular to offers of consultancy, offers of employment, both salaried
and sub-contracted, to separate agreements about fees or other monetary rewards.
3.4 審査の独立性
お客様は、DQS社の従業員及び審査員の独立性を脅かしかねないものをすべて回避する義務を負います。
この義務は、特に、コンサルタントの依頼、雇用の依頼において、雇用契約及び委託業務にかかわらず適用され、
料金または金銭的報酬とは別の合意事項となります。
3.5 Right to reject Assessor
Prior to confirmation of the assessment date, the Client is entitled to review and reject the assessor(s)
assigned by DQS with proper justification. In that case, DQS will assign a replacement for the rejected
assessor.
3.5 審査員を否認する権利
審査日の確認の前段階においては、お客様は正当な理由があればDQS社の提案した審査員を調査し、
否認する権利を有しています。この場合、DQS社は、否認された審査員の後継候補者を選定します。
3.6. Confidentiality and Information Security
The documents provided to the Client by DQS, including the Marks and the DQS certification symbol, are
protected by copyright. Client specifically acknowledges that all documents which are provided or made
available by DQS for examination remain the property of DQS, and that they may be used only for the
internal needs of Client and not made available to third parties or be used for purposes other than those
agreed upon herein or in writing. Client is obliged to maintain strict confidentiality about any information
revealed within the terms of this Agreement as well as of all knowledge of matters relating to DQS, its
employees and assessors. This obligation also applies after termination of the contract. Client similarly
accepts this obligation on behalf of any vicarious agents and auxiliary persons.
Client is permitted to forward the assessment report in its entirety. The forwarding of extracts is not
permitted.
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3.6秘密保持及び秘密厳守
DQS社がお客様に対して提供した文書は、認証マーク及びDQS社の認証シンボルを含め、著作権により保護
されています。お客様は、DQS社が審査のために提供し又は利用できるようにしたすべての文書がDQS社の
所有物であること、及びお客様の内部的な必要性のみに使用することができ、第三者に提供せず、本規程又は
書面により合意された目的以外の目的には使用しないことを特に認めることとします。お客様は、本規程の中で
明らかにされた情報、並びにDQS社に関して知りえた事柄、従業員及び審査員に関するすべての知識・情報に
ついて、厳格な秘密保持を維持する義務を負います。この義務は、契約終了後も適用されます。
同様に、お客様は、代理人及び補充人員に代わってこの義務を受け入れるものとします。
お客様は、審査報告書を全体としてのみ転送することは認められていますが、抜粋して転送することは認められ
ません。
3.7 Right to use Certification and Marks
With a valid DQS certification, the Client is entitled to use the certificate and respective certification or
accreditation marks for promotion purposes according to related rules published at the DQS website.
Authorized use of copyrighted DQS Certified Management System Mark®, the UL Registered Firm Mark®
and other Certification or Accreditation Marks shall enhance confidence of customers in the Client’s
certified management system and the respective performance. These marks are frequently used on
company stationery, in brochures, the Internet, at exhibitions, on vehicles or in advertisements and are
directly associated with the certified organization and its management system. The use of certificates and
marks is restricted to the scope and the period of validity of the certification and they shall not be used on a
product nor product packaging nor in any other way that may be interpreted as denoting product
conformity.
3.7 登録証及びマークを使用する権利
有効なDQS社の登録証があれば、お客様は、ＤＱＳ社のＷｅｂサイトにて発行されている関係ルールに従い、
登録証や認証マークを広告宣伝のために使用する権利を有します。
著作権で保護されているDQSマーク、UL Registered Firmマーク及びその他の認証マーク（以下「認証マーク」と
いう）は、お客様の認証を受けたマネジメントシステムとそのパフォーマンスに対して、お客様の客先の信頼度を
上げることができます。これらのマークは、社用便箋やパンフレット、インターネット、展示会において、車両や
広告に掲示することができます。認証マークは、認証を受けた組織及びそのマネジメントシステムに直接関係
づけられています。登録証及び認証マークの使用は、適用範囲及び登録証の有効期限内に限られおり、製品や
製品の包装に使用することはできません。又、製品の適合性を示すように解釈されるような方法でも使用しては
いけません。
3.8 Appeals and Complaints
Every Client of DQS has the right to have services performed within the agreed scope in such a way that
all reasonable expectations and requirements are fulfilled. In case of non-fulfillment, the Client is entitled to
file a complaint with the respective DQS Company. DQS will request information necessary for analysis
and improvement.
In case of a difference of opinion with DQS assessors or a specific certification decision, the Client has the
right to submit an appeal to the responsible DQS Company. If a solution cannot be worked out directly with
the individuals concerned, Client may make a written appeal for resolution to the Top Management of the
contracted DQS Company or, in a last instance, the Board of Arbitration whose decision shall be final.
3.8 不服申立とクレーム
DQS社のお客様は、妥当な期待及び要件がすべて満たされる方法により、合意された適用範囲内で履行される
サービスを受ける権利を有しています。履行されない場合は、お客様は、当該DQSグループ会社に対し苦情を申
し立てることできます。DQS社は、分析及び改善のために必要な情報をお客様に要請します。
審査員との間に意見の不一致がある場合や、特別な認証決定に対しては、お客様は、責任を有するＤＱＳ（支）
社に対し不服申し立てを出す権利を有しています。もし、関係する個人と直接的な解決がつかない場合は、お客
様は契約を結んでいるDQS社の経営層に、書面での不服申し立てを伝えていただく事もできますし、最終手段と
しては、最終決定権を持つ調停委員会に不服を申し立てることもできます。
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4. Rights and Obligations of DQS
DQS 社の権利と義務
4.1. Assessment of Management Systems
DQS verifies the conformity and effectiveness of Client’s certified management system by performing
regular assessments (usually on a semi-annual or annual basis). For these assessment purposes DQS
has the right to access Client’s facilities within the framework of planned assessment visits, observe
operations, inspect processes, products and services, interview employees and representatives, review
documents and pertinent records, and to collect information with other assessment techniques. Should
DQS receive information from third parties which dispute the conformity or effectiveness of a management
system DQS has certified, it is entitled to perform additional, non-routine assessments after consulting with
Client. In legally regulated areas, DQS is entitled to perform additional, unannounced assessments,
whenever justified.

4.1マネジメントシステムの審査
DQS社は、定期的な審査（通常半年または１年に一回）を行うことにより、認証を受けたお客様のマネジメントシス
テムの適合性と有効性を確認します。これらの審査のために、DQS社は、お客様の施設にアクセスする権利を有
するものとします。予定している審査訪問の範囲内において、オペレーションの観察をし、プロセス、製品、サービ
スを検査し、従業員や会社代表へのインタビューを行い、文書や記録のレビューをしたりもしますし、その他の審
査技法により情報を集める事もあります。DQS社は、認証を与えたマネジメントシステムの適合性又は有効性に
ついて異議を唱える第三者から情報を受領した場合、お客様との相談をしたのちに、追加で通常の形式とは異な
る審査を実施することができるものとします。法律上の規制の範囲においては、DQS社は、追加かつ予告無しの
審査を随時実施することができるものとします。
4.2. Accreditation and Authorization
DQS is authorized by various accreditation bodies and other Government and Non-Government
Authorities to issue assessment reports and certificates according to various standards and specifications.
This includes the obligation to allow employees or auxiliary persons of these bodies to participate in
assessments. According to the applicable accreditation and authorization rules, DQS allows these
individuals access to both its own documents and Client-related data, subject to the confidentiality
requirements set forth herein. In addition, whenever individual standards or specifications explicitly
require, Client-related data and assessment results are passed on to these bodies. By accepting these
Certification and Assessment Regulations the Client consents to the applicable accreditation and
authorization requirements, including all of the foregoing.
DQS is entitled to assign specific assessment and certification tasks to other DQS Companies, holding the
required accreditations or authorizations. Whenever certificates are issued by a DQS Company other than
the Client’s local DQS partner, all relevant rights and obligations herein apply equally to the accredited and
certifying DQS Company.

4.2 認定及び認証
DQS 社は、多様な規格及び仕様に従って審査報告書及び登録証を発行するため、種々の認定団体及び政府系、
非政府系機関により認定されています。それには認定団体の従業員又は補助人員が審査に参加することを認め
る義務が含まれます。該当する認定団体と認証のルールに従い、DQS 社は先に述べた個人が、本規程に定める
秘密保持要件に従った DQS 社の文書と、お客様に関係するデータの両方にアクセスすることを認めます。さらに、
個々の規格又は仕様に明示的に要求があった場合は、お客様関連のデータ及び審査結果は、要求のあった認
定団体に送付いたします。本規程の受諾により、お客様は、上記全てを含む認定団体要求事項について同意し
たものとします。
DQS 社は、要求される認定と認証の要求事項のもと、特定の審査及び認証業務を他の DQS グループ会社に実
行させる権利を有します。お客様の地域の DQS パートナー以外の DQS 社が登録証を発行する場合、認定を受
け認証を行う DQS 社もすべて同等の権利と義務が平等に適用されるものとなります。
4.3 Assignment of Assessors
The assignment of competent assessors is the sole responsibility of DQS. DQS agrees to use only
assessors, who are qualified for the task on the basis of their technical qualification, their experience and
their personal abilities. Assessors shall be authorized for the required standard(s) or specification(s) and
will have appropriate experience in Client’s area of operation as well as in management and auditing.
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In many cases DQS may assign an audit team, comprised of two or more assessors to a specific
assessment or certification process. On request, DQS will submit a short CV of the selected assessor to
the Client.
Should an assessor become unavailable before or during the assessment, DQS will strive to provide a
suitable replacement assessor, as feasible.

4.3 審査員の選定
能力のある審査員の選定は、DQS 社の責任です。DQS 社は、技術的な資格認定、経験、個人的な仕事の能力
により資格認定された審査員のみを起用することに同意します。審査員は、要求される規格又は仕様について承
認された審査員で、マネジメントと審査のみならず、お客様の作業分野に関して適切な経験を有する者です。多く
の場合、DQS 社では、二人以上の審査員からなる審査チームを編成し特定の審査及び認証プロセスを行います。
お客様からのご要望があれば、DQS 社は選抜した審査員の略歴を提示します。
当該審査員が、審査前あるいは審査中に審査に従事できなくなった場合、DQS 社は、可能な範囲で代わりの審
査員を選定します。
4.4 Scheduling Assessments
DQS has the right to schedule assessments of the Client’s management system. Assessments shall be
scheduled at the mutual convenience of both parties within the time frames mandated by the applicable
requirements. Assessment dates shall be agreed upon in writing. Once confirmed such assessment dates
are binding. Individual assessment agreements may include provisions for compensation for canceling or
postponing confirmed assessments.
4.4 審査のスケジューリング
DQS 社は、お客様のマネジメントシステムの審査の日程を決める権利を有します。審査は、該当要求事項で指定
された範囲内の日程で、双方の便宜を考慮してスケジュールを決めなければなりません。審査日程は、書面によ
り合意されなければなりません。一旦確認された後は審査日程には拘束力が生じます。別途の個別契約により、
一度取り決めた審査のキャンセルまたは延期の場合の料金を取り決めることとします。
4.5 Issuance of certificate
DQS shall issue a DQS Certificate (herein referred to as "Certificate”) and deliver it to Client upon Client’s
fulfillment of all certification requirements and contractual obligations. The certification decision is the sole
responsibility of the accredited and issuing DQS group company, based on the assessors’
recommendation for issue and all assessment results, as recorded in the assessment report. DQS
certificates are valid for a limited period of time, usually a maximum of three years, commencing from the
date of issuance.

4.5 登録証の発行
DQS 社は、お客様が認証に必要な要件と契約上の義務をすべて履行した時点で、DQS 社の登録証（以下、「登
録証」）を発行し、お客様に交付します。認証の決定は、審査報告書に記録された審査の結果のすべてと審査員
による発行の推奨に基づき、認定をうけ、発行を許された DQS のグループ会社が単独の責任において行います。
DQS 社の登録証は、ある一定期間の有効期限であり、通常、最長で発行日から 3 年間有効です。
4.6 Confidentiality and Data Protection
DQS commits itself to protect the confidentiality of all confidential information of Client that is not publicly
available and that is made available to DQS in the context of its activities on Client’s premises, whether
this information relates to internal matters of Client or to its business relations. This also applies to the
verbal and written results of the assessment. DQS will disclose confidential information to third parties only
with the written authorization of Client, unless explicitly provided otherwise in these Certification and
Assessment Regulations. DQS retains records associated with assessments for a minimum of two
certification cycles (usually six years). These commitments also apply after termination of the contract.

4.6 秘密保持及びデータ保護
DQS社は、お客様の内部的な情報であろうと、ビジネスに関係するものであろうと、公に入手できないお客様のす
べての機密情報を保持する事、及びお客様の事業敷地内でのDQS社の活動の一環として知りえた情報の機密
保持を完全に遂行します。これは口頭及び書面での審査の結果にも適用します。本規程にて別の定めがある場
合を除き、DQSはお客様の書面での承認を得た場合のみ第三者に機密情報を提供することがあるものとします。
DQS社は、少なくとも2認証サイクルの間（通常6年間）、審査に関連する記録を保有します。この約束事項は、契
約終了後も適用されます。
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4.7 Publicity
DQS is entitled to maintain and publish a register of all Clients holding a current DQS certification. This
publication contains the name and address of the certified organization as well as the scope and reference
standard/specification and certification status. Client hereby consents to the publication of such
information hereunder.

4.7 公表
DQS 社は、認証を現在保有するすべてのお客様の登録を維持及び公表します。
この公表には、認証を受けた組織の名称、住所、範囲及び関係する基準／規格ならびに認証資格が含まれます。
お客様は、かかる情報の本規程に基づく公表に同意するものとします。
4.8 Electronic Communication
Notwithstanding the foregoing, Client hereby authorizes DQS to transmit unencrypted confidential
information and other information through the Internet or a public network to e-mail addresses or other
locations provided by Client. Client acknowledges that DQS cannot guarantee the privacy and
confidentiality of such transmissions. Client agrees that DQS’s transmission of confidential information via
the Internet or other public network shall not be a breach of any confidentiality obligation under these
Certification and Assessment Regulations and that DQS shall not be liable for any damages resulting from
such transmissions, provided that such confidential information is handled with the same degree of care as
DQS handles its confidential information.
If Client hyperlinks to DQS’s web site, Client agrees: (i) the information contained on DQS’s web site
belongs to DQS; (ii) the linking web site will transfer the user directly to DQS’s web site as posted by DQS
without imposing any frames, browser windows or third-party content; and (iii) the linking web site may not
state or imply that Client or its products or services are endorsed by DQS.

4.8 電子的なコミュニケーション
これまで述べてきたことに拘わらず、お客様は、DQS 社が暗号化されていない秘密情報及びその他の情報を、イ
ンターネット又は公のネットワークを通じ、お客様が提供した電子メールアドレスその他のロケーションに対して送
信することを許可するものとします。お客様は、DQS 社が当該送信においては、プライバシー及び秘密保持を保
証することができないことを認めるものとします。お客様は、DQS 社によるインターネットその他の公のネットワー
クを通じての秘密情報の送信が本規程に基づく秘密保持義務の違反とならないこと、及び DQS 社がかかる送信
に起因する損害について責任を負わないことに同意しますが、DQS 社が自社の機密情報と同程度の注意をもっ
て当該秘密情報を取り扱うことを条件とします。
お客様は、DQS 社のウェブサイトにリンクを貼る場合、次の条件に同意するものとします。
(i)DQS 社のウェブサイトに含まれる情報は、DQS 社に帰属するということ、
(ii)リンク元のウェブサイトは、ユーザーを、フレーム、ブラウザ・ウィンドウ、又は第三者のコンテンツを押しつける
ことなく直接、DQS 社がアップしているそのウェブサイトに送ること、及び
(iii)リンク元のウェブサイトは、お客様又はその製品もしくはサービスがDQS社の保証を得たものであると述べる
こと又は暗示することはできないことについて同意するものとします。

5. Certificates and Marks
登録証と認証マーク
5.1 Issuance of certificates and use of marks
DQS issues certificates confirming the conformity of the Client’s management system to selected national
and international standards as well as to recognized industry- or customer-specific requirements, when the
Client has demonstrated in an assessment that all applicable requirements have been fulfilled. The Client
is entitled to use the certificate and the related certification marks to promote confidence with business
partners.
Upon issuance of a Certificate, an ongoing surveillance service will be established to ensure that
conformity of the management system is maintained continuously. The establishment and maintenance of
certification is contingent upon the execution of the assessment and certification agreement and the
continued adherence to its terms and conditions by the Client.
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Client agrees to cooperate with DQS in ascertaining the facts if it is reported that Client's management
system, processes, goods or services are not in conformance with regulatory, statutory, certification or
other applicable requirements, including sharing such information as Client acquires regarding the
reported nonconformance, and to take and report to DQS on any corrective action necessary.
Client agrees that the surveillance service, such as advancement assessments, and any special
assessments conducted by DQS are designed to serve only as a check on the means the Client exercises
to determine conformance of its management system with certification requirements, and that Client is in
no way relieved of its responsibility for its management system, processes, goods and services within the
scope of certification.
Certificates and Certification Marks may not be transferred to successors in title or other organizations.
After a certification has expired or has been suspended, withdrawn or annulled, Client must desist from
any promotion or other use of the certification. Client agrees to return the certificate following expiration,
withdrawal or annulment. The right of retention is specifically excluded.

5.1登録証の発行と認証マークの使用
DQS 社は、お客様のマネジメントシステムが、適用される国内外の規格及び産業セクター固有、あるいは顧客固
有の要求事項に適合し、該当する要求事項全てが満たされていることをお客様が審査の中で実証した場合、登
録証を発行します。お客様は、この登録証及び関連する認証マークを使って、ビジネスパートナーとの信頼関係
を増進させることが出来ます。
登録証の発行後は、マネジメントシステムの適合が継続的に維持されていること確実にする手段として、定期的
な継続審査を行います。認証の確立及び維持は、審査及び認証の合意の締結、及びお客様によるその条項の
継続的な遵守を条件とします。
お客様のマネジメントシステム、プロセス、商品やサービスが、規程、法令、認証またはその他該当する要求事項
に適合していないという報告があった場合、お客様は、事実を明らかにできるよう DQS 社に協力することに同意
するものとします。それには、お客様が報告された不適合について知ったということや、必要な是正処置をとった
と DQS 社に報告することも含みます。
お客様は、アップグレード審査など、DQS 社が行うあらゆる特別審査などの継続審査のサービスは、お客様のマ
ネジメントシステムが認証の要求事項と適合しているかを決定するために、お客様が実行している手段をチェック
する機能として設計していること、及びお客様が認証範囲のご自身のマネジメントシステム、プロセス、商品とサ
ービスに対する責任から逃れるものではないことを、同意するものとします。
登録証及び認証マークは、権限を持つ継承者やその他の組織に移行させることはできません。
認証期間が満了した場合、又は認証が一時停止、取消、もしくは失効した後は、お客様は、販売促進及びその他
のために、登録証及び認証マークの使用することを中止しなければなりません。お客様は、期間満了、取消し又
は失効が生じた後、登録証を返還することに同意するものとします。保留する権利は明確に排除されるものとし
ます。

5.2 Non-issuance of Certificates
DQS may only issue Certificates if all requirements of the selected standard(s), specifications and
contracts have been fulfilled following the assessment (initial/re-assessment). In case of non-fulfillment,
the assessor documents the shortcomings in a nonconformity report and/or otherwise identifies the
restraints which must be complied with in order for a certificate to be issued.
All non-conformances or restraints shall be eliminated prior to the issuance of a DQS certificate. If
necessary, DQS will repeat the assessment partially or in full. If the non-conformances have not been
eliminated or if the prerequisites for the granting of a certificate have not been achieved even after
follow-up assessments, the certification procedure will be concluded by the issuance of a report without a
certificate.

5.2 登録証の不発行
DQS 社は、審査（初回審査／更新審査）に続き、選択した規格・仕様と、契約書の全ての要求事項が満たされた
場合にのみ、登録証を発行することができるものとします。不足がある場合には、審査員が足りない部分を
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不適合報告書及び／または別の方法で文書にし、登録証を発行するために適合しなければならない事項を
明らかにします。
すべての不適合又は制限事項は、DQS 社の登録証が発行される前に除去されなければなりません。
必要があれば、DQS 社は、審査の全部又は一部を再度行います。追加の審査の後にも、不適合が除去されず、
又は、登録証付与の前提条件が満たされない場合、認証手続きは、登録証の発行のない報告書を発行すること
により終了するものとします。
5.3 Suspension, Withdrawal and Annulment of a Certificate
一時停止、取消、失効
5.3.1 Suspension
DQS is entitled to suspend temporarily a Certificate if Client violates certification, contractual or financial
obligations towards DQS, including but not limited to:
• Corrective actions to the management system have not been demonstrably and effectively
implemented within the agreed-upon time frame;
• The schedule of audits suggested by DQS for assessment(s) necessary for the maintenance of the
certification have not been complied with and the prescribed frequency since the previous
assessment has thereby been exceeded;
• DQS has not been informed in a timely manner about planned changes to the management system
and other changes or special incidents (see 3.3) which affect the system’s conformity with the
standard or specification which forms the basis for the assessment;
• A DQS certificate, an IQNet certificate or a certification symbol has been used in a misleading or
unauthorized manner;
• Due payments for assessment and certifications services have not been made timely after at least
one written reminder.
DQS will notify Client of a proposed suspension in writing. If the reasons for the proposed suspension are
not eliminated within two weeks, DQS will inform Client in writing of the suspension of the Certificate
stating the reasons as well as the corrective actions necessary for the certification to be reinstated.
Certificates are suspended for a restricted period (usually a maximum of 90 days). If the required
measures have been implemented demonstrably and effectively by the established deadline, the
suspension of the Certificate is cancelled. If the required measures have not been implemented within the
established deadline, DQS may withdraw the Certificate as set forth below.
5.3.1 一時停止
DQS 社に対する契約上又は財務上の義務に違反した場合（以下を限定的に含みます）、お客様の認証を一時的
に停止する権利を有します。
・

マネジメントシステムの是正処置が、合意された時間枠の範囲内で実証可能な形で、かつ有効的に実施
されていない場合。

・

認証の維持に必要な審査のために DQS 社が提案する審査スケジュールが遵守されず、かつ、そのために
前回の審査の実施以降の適切な審査頻度が満たされなかった場合。

・

DQS 社が、マネジメントシステムの計画された変更、及びその他の変更、または特別な出来事（３．３を参照
のこと）でなどで、審査の基礎となる規格や又仕様へのシステムの適合性に影響を与える変更について
タイムリーに知らされない場合。

・

DQS 社の登録証、IQNet の登録証又は認証シンボルが、誤解を招くような、又は不正な方法により使用され
た場合。

・

審査及び認証に対しての期日を過ぎた支払いが、少なくとも一度は書面で督促されたにもかかわらず、
なされなかった場合

DQS 社は、お客様に対し、予定する一時停止を書面により通知するものとします。予定される一時停止の原因が
2 週間以内に除去されない場合、DQS 社は、お客様に対し、登録証の一時停止を、その理由及び当該認証の
復活に必要な是正処置を記載して、書面により通知するものとします。
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登録証は、限定された期間（通常は最大で 90 日間）停止されます。要求された措置が、設定された期限までに、
実証可能な形で、かつ有効的に実施された場合、登録証の一時停止は取消されます。
要求された措置が、設定された期限内に実施されない場合、DQS 社は、以下に記載の方法により登録証を取消
すことができるものとします。
5.3.2 Withdrawal
DQS is entitled to withdraw Certificates or to declare them invalid upon written notice to Client if:
• The suspension period of the Certificate has been exceeded,
• The conformity of the management system with the standard or specification on which it is based is
not ensured or Client is not willing or able to eliminate nonconformities;
• Client continues to use the certification for promotion following the suspension of the Certificate;
• Client uses the certification in such a way as to undermine the reputation of the certification body or
DQS;
• The preconditions which led to issuing the Certificate no longer apply;
• Client files any voluntary or involuntary petition in bankruptcy;
• Client effectively terminates its contractual relationship with DQS.
5.3.2 取消
DQS 社は、次の場合、書面によりお客様に対して通知することにより、登録証を取消し、又はそれを無効であると
宣言する権利を有します。
・

登録証の一時停止期間を過ぎた場合。

・

マネジメントシステムがその基礎とする規格又は仕様への適合性が確実ではない、又はお客様が不適合
の除去を望まない、もしくは除去できない場合。

・

お客様が、登録証の一時停止後に販売促進のために登録証の使用を継続している場合。

・

お客様が、認証機関又は DQS 社の評判を低下させるような方法で認証を使用している場合。

・

登録証の発行に至る前提条件が、もはや適用されない場合。

・

お客様が任意または強制により破産申請を行う場合。

・

お客様が DQS 社との契約関係を実効的に終了させる場合。

5.3.3 Annulment
DQS is entitled to annul Certificates, or retroactively declare them invalid, if:
• It subsequently turns out that the preconditions required for issuance of the Certificate had not in fact
been fulfilled;
• Client has compromised the certification procedure so that the objectivity, neutrality or
independence of the assessment results are, in the judgment of DQS, in question.
5.3.3 失効
DQS 社は、次に掲げる場合、登録証を失効とし、又は過去に遡及して無効であると宣言することができるもの
とします。
・

後に、登録証の発行に必要とされる前提条件が実際には履行されていなかったことが判明した場合。

・

お客様が認証手続を台無しにする行為を行ったため、審査結果の客観性、中立性又は独立性が、DQS
社が判断して、疑わしいものである場合
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6. Additional Program Requirements
追加のプログラム要求事項
For some sector specific management system or product certification and assessment services, additional
mandatory program requirements may apply, including but not limited to:
セクター事のマネジメントシステム、又は製品認証と審査サービス、以下に限定せず追加の必須のプログラム要
求事項が適用されることがあります。
Automotive Sector: 自動車関連

Annex Automotive 自動車関連付属書
https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/

Aerospace Sector: 航空宇宙関連

Annex Aerospace

航空宇宙関連付属書

https://www.dqs-holding.com/en/certification-regulation/

DQS MED programs:
DQS医療機器プログラム

DQS Auditing and certification regulations of DQS
Medizinprodukte GmbH and its supplements
DQS Medizinprodukte GmbH社のDQS審査と認証規程及びその
追記
https://www.dqs-med.de/en/good-to-know/general-information/

DQS CFS programs:
DQS CFSプログラム

Specific Conditions for the Assessment of Management
System and Product Certification of DQS CFS GmbH
DQS CFS GmbH社のマネジメントシステム及び製品認証の特殊
条件
https://dqs-cfs.com

7. Additional Requirements for the Chinese market
中国市場に向けた追加要求事項
The Chinese accreditation body CNAS established additional requirements for certification services in the
Peoples Republic of China. The binding requirements are described in the Chinese version of these DQS
Assessment and Certification Regulations.
中国の認定機関であるCNASが、中華人民共和国における認証サービスの追加要求事項を設定しました。こちら
の規程DQS Assessment and Certification Regulations. の中国語版に義務となる要求事項の記述があります。

End of Document

文書の終わり
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