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[要 約] 

ドキュメンテーションは、「文書化」「文書類」と訳されている。ドキュメンテーショ

ンの本来の意味は、「証拠書類の利用」であり、訴訟等の要求に応えて説明するための書

類を準備することである。「文書化」ではドキュメンテーションの本来の意味をイメージ

することが難しいため、2章では、本書で用いる重要な用語を説明した。 

3 章では、マネジメントシステムに関する規格や基準、米国におけるディスカバリー

（開示）制度において、ドキュメンテーションマネジメントシステムに求められる要件

を整理し、その整理を基に、機械技術分野に求められるドキュメンテーションマネジメ

ントシステムの要求事項を整理した。 

4 章では、わが国におけるドキュメンテーションの状況を整理した。わが国では、ド

キュメンテーションを「文書化」と訳されているように、ドキュメンテーションマネジ

メントは単に文書管理となっている。 

5 章では、3章・4章の検討結果を基に、ドキュメンテーションマネジメント導入にお

けるわが国の機械産業における課題と影響を整理し、課題解決の向けた方策を検討し、

機械技術分野におけるドキュメンテーションマネジメントのあるべき姿を検討した。 

 

1. 調査研究の背景と目的 

本調査は、機械製品のグローバル事業展開におけるドキュメンテーションマネジメン

トの重要性に関し、ドキュメンテーションが要求されている国内外の規格・基準の調査

し、事業者の認識向上と事前対応促進へ貢献することを目的としたものである。 
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2. 用語の定義 

2.1 ドキュメント：document 

本書では、ドキュメントを「一つの単位として取り扱われる記録された情報、又はオ

ブジェクト」として使用する。 

 

2.2 レコード：record 

本書では、レコードを「法的な責任の履行，又は業務処理における，証拠及び情報と

して，組織，又は個人が作成，取得及び維持する文書」として使用する。 

 

2.3 マネジメント：management、コントロール：control 

JIS 規格では、コントロール：control とマネジメント：management に対して、「管

理」という用語を当てている。 

コントロールとは、JIS X 0902-1:2005（ISO 15489-1:2001) 3.2.10 によると、「対象

の要求事項を満たすことに焦点を合わせること」である。マネジメントとは、JIS Q 

9000:2006(ISO 9000:2005) 3.2.6 や JIS X 0902-1:2005（ISO 15489-1:2001) 3.16 によ

ると、「管理（コントロール）するための調整された活動」又は「維持するためのプロセ

ス」である。 

 

2.4 マネジメントシステム：management system 

マネジメントシステムとは、JIS Q 9000:2006(ISO 9000:2005) 3.2.2 によると、「方

針及び目標を定め、その目標を達成するためのシステム」である。システムは、JIS Q 

9000:2006(ISO 9000:2005) 3.2.1 によると、「相互に関連する又は相互に作用する要素

の集まり」である。マネジメントシステムは、マネジメントにおける個々の「活動」や

「プロセス」を示すものと考えられる。 

 

2.5 ドキュメンテーション：documentation 

国際規格において、ドキュメンテーションの定義は見当たらなかった。本書では、ド

キュメンテーションの用語の定義は、ドキュメンテーションへの要求事項から行う。 

 

2.6 ドキュメンテーションマネジメント：documentation management 

マネジメントシステムの国際規格において、ドキュメンテーションマネジメントの定

義は見当たらない。  2.3 及び2.5 を勘案すると、ドキュメンテーションマネジメントは、
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「ドキュメンテーションを『管理（コントロール）するための調整された活動』又は『維

持するためのプロセス』」と定義することができる。 

 

3. 関連規格・基準の現状調査 

3.1 機械技術分野におけるドキュメント 

機械技術分野に必要なドキュメンテーションを検討するために、まずは、機械技術分

野で用いられているドキュメントを整理した。 

「企画」から始まり「設計」、「生産」、「利用」、「廃棄」と続く機械製品のライフサイ

クルにおいて、機械製品の機能・性能のプラス面（ある方が望ましい機能）とマイナス

面（ない方が望ましい機能）は、「企画」「設計」の段階で決まると言われている 。ここ

では、機械の機能・性能を決定づけるドキュメントについて、機械製品のライフサイク

ルにおけるプロセスの面で整理した。 

 

3.2 国際規格におけるドキュメンテーションの目的と要求事項 

品質マネジメントシステムや環境マネジメントシステムといったマネジメントシステ

ムの国際規格では、ドキュメンテーションに関する要求事項が規定されている。ここで

は、ドキュメンテーションやドキュメンテーションマネジメントを定義するために、国

際規格である ISO 9000 シリーズ、ISO 14000 シリーズ、OHSAS 18000 シリーズ、ISO 

15489-1:2001 に対して調査し、国際規格におけるドキュメンテーションの目的と要求事

項を検討した。 

 

3.3 国際規格におけるドキュメンテーションマネジメントに関する共通概念 

マネジメントシステムの国際規格におけるドキュメンテーションの共通する目的及び

要求事項を整理した。目的は、トレーサビリティの確保と客観的証拠の提供である。要

求事項は、規則、文書管理、記録管理の３点である。記録管理では、記録の真正性、信

頼性、完全性、利用性が要求されている。ドキュメンテーションとは、その要求事項で

ある規則、文書管理、記録管理によって、トレーサビリティを確保したドキュメントを

作成し、保護・保管期間及び廃棄の管理を経て、客観的証拠となるドキュメントを提供

することであると言える。 

ドキュメンテーションマネジメントは、JIS Q 9000（ISO 9000）シリーズや JIS Q 

14000(ISO 14000)シリーズの PDCA サイクルを参考に、マネジメントの対象である規則、

文書管理、記録管理に関して、1) 方針及び責任（Plan の設定指針）、2) プロセスの規
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定(Plan）、3) プロセスの実施(Do)、4) プロセスの測定・分析・改善（Check、Action）

の PDCA サイクルを回すことであると言える。 

 

3.4 米国ディスカバリー制度での要求事項とその目的 

訴訟における米国の現状を把握、日米の“差”の切り口から、ドキュメンテーション

の明確化を検討した。ディスカバリー制度は、公判前に公判の準備をするために相手方、

もしくは場合によっては第三者から、当該訴訟に関する事実もしくは証拠を入手するた

めの手続きである。 

米国司法におけるドキュメンテーションに関する要件は、次の３点である。 

・ ディスカバリー制度で求められるドキュメントを的確に提出できるような体制が

整っていること 

・ 設計段階において、製品のライフサイクルでのあらゆるリスクを分析し、評価す

ることで、起こりうるリスクを改善する努力をし、その活動がドキュメントとし

て作成されていること 

・ その上で適切な使用手順書を作成すること 

必要なドキュメントが必要なとき提出できる体制が求められていることは、PL 訴訟に

おけるディスカバリー制度からの要請に応えるための必須の条件である。その上で、最

も重点を置くべきポイントは、設計段階におけるドキュメントである。 

 

3.5 機械技術分野に必要なドキュメンテーションマネジメントの要求事項 

機械技術分野に必要なドキュメンテーションマネジメントを検討した。機械技術分野

に必要なドキュメンテーションマネジメントを検討するために、 3.1 において機械技術

分野におけるドキュメンテーションの一つの要素となるドキュメントを整理した。次に、

  3.2～3.4 において、ドキュメンテーションが要求されている国際規格（マネジメントシ

ステム）や米国の司法制度（ディスカバリー制度）から、ドキュメンテーションへの要

求事項とその目的を整理した。 

ここでは、上記の結果を受けて、機械技術分野におけるドキュメントを基に、機械技

術分野に必要なドキュメンテーションマネジメントを検討した。 

機械技術分野におけるドキュメンテーションに対する要求事項は、国際標準が要求す

るドキュメンテーションの要求事項と異なるものはなく、共通性のあるものと考えられ

る。要求事項は、規則、文書管理、記録管理の３点である。ドキュメンテーションとは、

その要求事項である規則、文書管理、記録管理によって、トレーサビリティを確保した
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ドキュメントを作成し、保護・保管期間及び廃棄の管理を経て、客観的証拠となるドキ

ュメントを提供することである。 

 機械技術分野におけるドキュメンテーションマネジメントの要求事項は、3.3 で示し

たドキュメンテーションマネジメントの要求事項と基本的に同様と考えられる。つまり、

規則、文書管理、記録管理に関して、1) 方針及び責任（Planの設定指針）、2) プロセス

の規定(Plan）、3) プロセスの実施(Do)、4) プロセスの測定・分析・改善（Check、Action）

のPDCAサイクルを回すことである。 

 

4. 取組状況と課題に関する調査 

4.1 我が国の企業におけるドキュメンテーションの取り組み 

我が国の企業において、JIS Q 9000(ISO 9000)シリーズのマネジメントシステムを運

用していても、ドキュメンテーションに対する取り組みが一様ではない。具体的には、

ドキュメンテーションが形骸化している企業、業務の効率化のみを目的としている企業

など様々な状況が想定される。そこで、我が国の企業におけるドキュメンテーションの

取り組み状況を調査した。 

日本のドキュメンテーションマネジメントは、米国と比べ、企業がその内容を理解し

ていないがために、具体的な内容も確立せず、またマネジメントの担い手すら明確には

いないのが現状であると言える。現状のままでは、我が国は、米国 PL 訴訟のように、ド

キュメンテーションが求められる場面に対応できないと考えられる。 

 

4.2 ドキュメンテーションに関する情報システムの開発状況 

ドキュメンテーションマネジメントに関する情報システムの開発状況について、ヒア

リングにより、 3.2 で整理したJIS Q 9000（ISO 9000)/JIS Q 14000（ISO 14000)シリー

ズのマネジメントシステムとJIS X 0902（ISO 15489)の記録管理を支援する情報システ

ムを調査した。 

JIS Q 9001/JIS Q 14001 では、品質マネジメントや環境マネジメントにおけるドキュ

メンテーションが要求されている。一般に、JIS Q 9001/JIS Q 14001 の導入では、情報

システムが活用されている。ドキュメンテーションマネジメントの導入においても、情

報システムの活用は必須であると考える。ここでは、ドキュメンテーションマネジメン

トの導入に必要な情報システムの構築に際し、既存の情報システムの活用を検討するた

めに、ドキュメンテーションマネジメントに関する情報システムの概要・機能を整理し

た。 
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4.3 サプライチェーンに関する情報システムの開発状況 

サプライチェーンは、機械製品の企画開発から販売に至るまでの機械製品提供におけ

るビジネスプロセスの一連の流れである。サプライチェーンでは、設計開発、生産、調

達、販売等のビジネスプロセスにおいて、機械製品の情報の一貫性が求められる。した

がって、サプライチェーンに関係する情報システムには、機械製品に関する一貫した情

報管理が要求されると考えられる。一貫した情報管理には、情報のトレーサビリティの

確保が必要と言える。トレーサビリティの確保は、ドキュメンテーションの目的の１つ

である。最終的に、情報はドキュメントに記されるため、サプライチェーンに関する情

報システムは、ドキュメンテーションマネジメントの要件を満足していると考えられる。 

機械技術分野に必要なドキュメンテーションマネジメントの情報システムの機能を整

理し、既存情報システムの活用を検討するために、サプライチェーンに関する情報シス

テムの開発状況を調査した。 

 

5. 機械技術分野におけるドキュメンテーションマネジメントのあるべき姿 

5.1 ドキュメンテーションマネジメントへの要求事項 

ドキュメンテーションとは、その要求事項である規則、文書管理、記録管理によって、

トレーサビリティを確保したドキュメントを作成し、保護・保管期間及び廃棄の管理を

経て、客観的証拠となるドキュメントを提供することである。ドキュメンテーションマ

ネジメントは、ドキュメンテーションを実施するためのプロセスで、組織の方針及び責

任、規定、実施、測定・分析・改善における PDCA サイクルにより、機械製品の機能・性

能のプラス面およびマイナス面の決定に整合させたドキュメンテーションを実施するこ

とである。 

ドキュメンテーションマネジメントに要求される事項は、「規則」「文書管理」「記録管

理」「組織」の４点であると考えられる。 

 

5.2 我が国の産業界における課題とその影響 

 我が国では、ドキュメンテーションに対する認識が十分に定着していないために、

ドキュメンテーションを要求するマネジメントシステムを支援する情報システムであっ

ても、ドキュメンテーションの要求事項を満足していない。そこで、ドキュメンテーシ

ョンマネジメントへの要求事項である以下の３点について、実現にあたっての我が国の

産業界における課題とその影響を整理した。 
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・ 規則における課題とその影響 

・ 文書管理・記録管理における課題とその影響 

・ 組織体制における課題とその影響 

 

5.3 課題解決に向けた方策と実施の問題点 

ドキュメンテーションマネジメントの課題である「規則」、「文書管理・記録管理」「組

織体制」に応じて、ビジネスプロセス、文書管理・記録管理、組織体制の側面で、課題

解決に向けた方策及び実施の問題点を検討した。 

 

5.4 機械技術分野におけるドキュメンテーションマネジメント導入に向けたアクション

プラン 

機械技術分野に必要なドキュメンテーションマネジメントの導入に向けて、ビジネス

プロセス、文書管理・記録管理、組織体制の課題解決のために、将来に向けての具体的

な方策を検討した。 

 

5.5 機械技術分野におけるドキュメンテーションマネジメントのあるべき姿 

機械技術分野に必要とされるドキュメンテーションマネジメントの要件及び、ドキュ

メンテーションマネジメントを我が国の製造業に導入促進するために必要と考えられる

方策をまとめた。 

機械技術分野に必要とされるドキュメンテーションマネジメントの要件は、規則、文

書管理、記録管理、専門家の４つである。 

1. 規則は、仕様書等の文書の種類・内容・作成時期・承認手続き等を規程する。 

2. 文書管理は、仕様書等のドキュメントの作成では責任者の承認を受け、ドキュメ

ントの変更に際し、その変更内容を記録して管理することで、変更のトレーサビ

リティを確保する。 

3. 記録管理は、企画から設計、生産、利用、廃棄に至るまで、製品と製品の機能・

性能を作成したドキュメントで追跡する。 

4. 専門家は、規則の作成・運用、文書管理・記録管理を運用する。 

 

機械技術分野に必要とされるドキュメンテーションマネジメントを、我が国の製造業

に導入促進するために必要と考えられる方策を以下にまとめた。 

1. ドキュメンテーションマネジメントを推進するために、情報システムを有効に活
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用することが必要とされる。既存の記録管理ツールや PLM ツールをベースとして、

ドキュメンテーションマネジメントの要件を満足する機能追加を行い、文書管

理・記録管理の総合的なマネジメントを支援する情報システムを構築することが

一つの方策として考えられる。 

2. 我が国の産業界においてドキュメンテーションの重要性を定着し普及していくた

めに、米国におけるドキュメンテーションに関する専門職制度を調査し、我が国

においてもドキュメンテーションマネジメントを推進する専門職制度の確立を検

討していくことが求められる。 

 

7. おわりに 

我が国の製造業においては、訴訟された場合の要求に応えられるように、自らの事業

の正当性について説明できる資料を、事前に準備しておくという考え方は浸透している

とは言えない。本調査では、グローバル事業展開を進めるにあたって、そのような要求

に応えるためのドキュメンテーションマネジメントの重要性の認識向上を図り、事前対

応促進へ貢献することを目的として、ドキュメンテーションが要求される国際規格や米

国のディスカバリー（開示）制度を調査し、機械技術分野におけるドキュメンテーショ

ンマネジメントの導入に向けた方策を示した。 

 

 

       この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
 

http://ringring-keirin.jp 
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