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Client Communication: 18 March 2020 

審査に関するコロナウィルス(COVID-19)の影響:よくある質問 

お客様各位 

2020年2月27日付のコロナウイルス（COVID-19）に関するニュースに加えて、コロナウィルスの影響

によるオンサイト審査に関するお客様からのよくある質問に対する回答を以下に記載しました。 

Q. 今後数か月の審査活動に対し、BSIはどのように対応しますか?

A. BSIは、各国政府及び規制当局の推奨事項に沿って、 認証のリスク及び人員のリスク両方を考慮し、

対応を行います。EMEA地域など、審査員の移動が国際的な移動制限の影響を受ける地域では、短期間、

警戒を強める必要がある場合があります。概して、既存の認証の維持を最優先に対応していきます。

リスクの高い地域では、可能な限り、お客様には代替の審査方法を提供していきます。

影響を受けるお客様には、各担当者よりご連絡いたします。リスクが高くはなくとも影響を受ける地域に

おいては、予定されているオンサイト審査の他に選択肢が与えられる場合もあります。

リスクが非常に低い地域では、適切な理由をもってBSIにご連絡をいただかない限りは、通常通りの審査を

行います。

Q. 今後の審査の予定に対し、計画を継続するべきですか？

A. はい。お客様の国または地域のリスクに応じて判断しますが、BSIは安全な場所であればどこでもオン

サイト審査を実施することを目指します。BSIでは、各国政府の推奨事項及び制限事項を日々レビュー

し、計画されている訪問を適宜見直します。審査は一般的に、各国政府が移動制限、規制要求事項を発す

る場所においては、代替手段によって実施されます。

Q. 2020年7月の審査をまだ予約していません。状況がより確実になるまで待つべきですか？

A. いいえ。BSIには延期する以外に選択肢がない審査を多数抱えており、移動制限が解除され次第、

これらの審査を優先する必要があります。訪問審査を受け入れない、または事前に計画を立てていなかっ

たりすると、ご希望の日程を確保できなくなる可能性があり、必要な期限内に審査を再設定することが困難

になる可能性があります。そうすると、認証及び市場参入にリスクを来す場合もあります。

Q. 審査員のサイト立ち入りを許可するべきですか？

A. はい。各国政府及び地方自治体が許可する場合、及びお客様がBSIに対し何らかの制限事項を通知して

いない場合、審査員がサイトに立ち入ることを許可していただく必要があります。
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BSIは、過去14日以内に感染リスクの高い地域を訪れた審査員をお客様のサイトに派遣しないことを約束

します。当社の審査員は、お客様がその証拠を必要とする場合、この趣旨の宣言に署名をいたします。

Q. もし審査員を受け入れない場合、どうなりますか？

A. お客様は審査の実施を危うくする可能性のある状況が新たに発生した場合、BSIに必ずお知らせください。

状況を考慮いたします。事前通知により、規制要求事項を維持するための代替方法を提供することができ

ますが、現在の状況では通常義務付けられている60日前通知は不可能な場合があります。

不当または通知のない拒絶には、ケースバイケースで考慮いたします。

Q. サイトが閉鎖された場合、どうなりますか？

A. 規定では、完全な閉鎖の場合、オンサイト審査は延期されることになります。

長期間にわたってサイトが閉鎖される場合、業務が正常に戻ったことを確認できるまで、証明書が一時

停止される場合があります。延期されるオンサイト審査が多数存在する場合、タイムリーに審査を実施する

ことが難しくなる場合もあります。 

Yours sincerely, 

Gary Slack 

Global Senior Vice President Notified Body 
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お客様の組織の従業員においても同様の状況がある場合、当社審査員の安全確保のため、自己隔離をお願い

させていただきます。
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