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Statement of the issue:  
 
Sampling of Temporary Sites in accordance with IAF MD 1. 
 
Clarity of how temporary sites are included in sampling activities. 
 
IAF MD 1 に基づく一時的サイトのサンプリング 
サンプリング活動に含まれる一時的サイトの明確化 

 
Discussion:  
 
IAF MD1 - 3.2.1: Temporary sites that are covered by the organization's management system 
shall be subject to audit on a sample basis to provide evidence of the operation and 
effectiveness of the management system. They may, however be included within the scope of a 
multi-site certification and included on the certification document, subject to agreement 
between the Certification Body and the client organization. When temporary sites are shown 
on the certification documents, such sites shall be identified as temporary. 
 

a) Is it mandatory to apply the sampling methodology of MD 1 for temporary sites if it is 
appropriate to sample (i.e. if sampling rules apply), or is the use of other sampling 
methodology acceptable?  

b) Considering the above, would it be a valid approach to calculate the effective number 
of personnel individually for each for each sampled temporary site? 

c) I Does the inclusion of Temporary Sites on certificates affect the above, i.e. are the 
sampling requirements different if the temporary site is included on the certificate??  

 
This was discussed within the EACC, but no consensus was reached, especially with regard to 
the effect of including temporary sites on certificates. 
  
IAF MD 1 – 3.2.1: 組織のマネジメントシステムに含まれる一時的サイトは、マネジメントシステ

ムの運用と有効性の証拠を提供するため、サンプリングに基づく審査の対象にしなければならな

い。しかしながら、それらのサイトは、認証機関と依頼組織の間の合意に従って複数サイト認証

の範囲及び認証文書に含めてもよい。一時的サイトが認証文書に表示される場合、そのようなサ

イトは一時的なものとして特定されなければならない。 
 

a) サンプリングが適切な場合（つまりサンプリングルールが適用される場合）、一時的サ

イトに MD1 のサンプリング方法論を適用することは必須か、もしくは他のサンプリング

方法論の使用は可能か。 
b) 上記を考慮すると、サンプリングされた一時的サイトごとに有効要員数を計算するのは

有効なアプローチなのか。 
c) 認証書に一時的サイトを含めることは上記に影響するか、つまり一時的サイトが認証書

に含まれる場合、サンプリングの要求事項が異なるか。 
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Requested action by the IAF TC: 
 
To reach an early consensus regarding the above point 

 
Consensus of the IAF TC (also to be documented in the meeting summary): 
 
MSC WG 21 Oct 2019 – It is the responsibility of the CB to demonstrate the effectiveness 
of its process of auditing temporary sites and including the sites in the scope of 
certification.  The CB must determine their process; based on the organization and 
temporary sites and also taking into account the risk and other factors to consider.  In 
some situations, square root may apply, in others it may not.   
 
Further detail 
 
MSC Discussion from April 2019 (and not on the TC agenda) 
 
MSC WG - Discussion included the following; but there was not consensus: 
 
the methodology in MD 1 would need to be used.  Since “other methods” would cause 
inconsistency.  OR The temporary sites may change frequently so the square root method may 
not be appropriate.  It depends on the scope, the length of the projects/temporary sites, etc.   
 
Guidance on how to select temp sites can also be found in IAF MD 5 
 
However, these various considerations are also relevant in perm sites and does not differ much 
from the original methods; except the length of the project/temp sites.  And because of the 
length is the sampling appropriate, including when.   
 
If the temp site is considered important, no matter its length, if it is important enough to be part 
of the mgmt. systems, then the time does not matter and it should be considered in the normal 
sampling methods; when the temp sites are being requested to be part of the certification. 
 
EACC will consider the consistency forum to seek other input outside of Europe 
 
マネジメントシステム認証作業グループの推奨： 
一時的サイトを審査し、そのサイトを認証範囲に含めるためのプロセスが有効であることを実証

することは、CB の責任である。CB は組織及び一時サイトに基づき、リスクや他の要因を考慮に

入れ、プロセスを決定しなければならない。状況によって、（サンプリング数の決定に）平方根

を適用できる場合と、そうでない場合がある。 
 
更なる詳細 
2019 年 4 月の MSC WG で下記内容の議論があったが、合意に至っていなかった。（TC の議題に

は取り上げていない） 
 
「他の方法」では一貫性を欠くため、IAF MD1 の方法論を使う必要があるだろう。もしくは、一

時サイトは頻繁に変わるため、平方根方式は適さないかもしれない。適用範囲、プロジェクト/一
時サイトの期間の長さなどにもよる。 
 
一時サイトの選択に関するガイダンスは IAF MD 5 にも記載されている。 
 
しかし、これらの様々な考慮事項は常設サイトにも関連しており、プロジェクト/一時サイトの期

間の長さを除き、元の方法と大差ない。また、期間が定まっていることから、時期によるサンプ

リングは適切である。 
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一時的サイトがマネジメントシステムの一部として重要であると考えられる場合で、一時的サイ

トが認証の一部であることが求められている場合は、期間の長さに拘わらず、また時期に拘わら

ず、通常のサンプリング方法で、考慮されなければならない。 
 
EACC は欧州以外からのインプットを求めるために、consistency forum の利用を検討する。 
 

 


