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巻頭に寄せて

理事長 西原 美津子

CQA/CBA/CHA

2013年 9月 8日 (日 )の IOC総会。“Toky0 2020"

のアナウンスにより次回のオリンピック開催地が決定し

た瞬間をテレビでご覧になった方々も多いだろう。以

後、我が国のテレビなどのメディア報道はまるでミニオ

リンピックが始まったような興奮が渦巻いている。日本

でのオリンピックは、1964年 に開催された東京五輪以

来で 56年ぶりとのこと。今回のオリンピック招致活動

は 2度 目で目標を達したことになる。IOC総会での最

終プレゼンテーションで繰り広げた招致委員会の

方々の個性的な表現力は、これまで私が抱いていた

日本人のイメージとはギャップがあり、少なからず驚い

た。英語の出来不出来はともかく、発表者全員のスピ

ーチは心がこもつていて、素晴らしかった。

東京都庁はオリンピック開催による今後の日本の経

済効果に触れ、3兆円程度と試算していた。1990年

代初頭から20年以上もGDPが停滞しているデフレ国

家に身をさらしている我らとしては、景気浮揚策として

オリンピックに過剰な期待をかけたくなるのが′い理で

あるが、経済的な議論は専門家に任せるとして、まず

は、国民の一人として今回の明るいニュースを素直に

喜びたい。

リーマンショックからちょうど 5年が経過したが、ショ

ック以来の経済の閉塞感は、我が国だけでなく、アメ

リカも直近の雇用統計データは依然として不安定要

素を示し、欧州各国の金融危機も厳しさが報道される

日乍今、どこも厳しさは大差ないのかもしれない。とは申

せ、オリンピックがもたらす楽しい平和な気分で世界

の平和。発展を祈願したいものであるc

去る4月 のIQAI総会で、三浦昭夫氏が理事長を退

任、会の創設以来、共に会の運営に当つていた私が

非力ながら理事長の職を引き継ぐことになった。理事

会の理事一同はこれまでと変らず、引き続き、皆様方

のご支援を仰ぎながら会務にベストを尽くして行きたい。

(写真は共同通信 |こ よる配信画像)

アルゼンチンのブエノスアイレスで開催された IOC総会での

ロゲ会長によるTok卜 o決定発表の瞬間
ロゲ会長の総括 :東京は「オリンヒ=ッ クの価値を高め、次の世

代にスポーツの意義を伝えるイベントとしてよく計画された安全

なオリンピックを開催する“明日を見つける招待"だつたJ
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PヽOい、ヽ国際品質保証協会は、QA(品質偽調 に関連する活動を通して日本の繁栄に奉仕・貢献することを日的として 1991年に設

整 れた団体で、今日まで ISOを含む諸種マネジメントシステムの効果的幡用について、わが国の主要機関に対する総合雌な支援

活動、内音日の教育、調査・司″欧講溜等の会員活動に力日え、アメリカ品質学会(ASQ)の 日本文部として国際的にも活動しています。
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寺田寅彦の随筆 と QA思想

名誉会長 三浦 昭夫

CQA/CQE/CMQOE/CREICSSGBletc.

油断から大手術3回の羽目に

数年前に胃にポリブが 3個できているのがわかり、

内視鏡手術ですぐ除去すればよかつたのに甘く見て
「先送りJしていたために、それらが最も悪質なタイプ

の腫瘍に進展して、僅か 2年半の間に 3回も大手術

を受け、治療のための入院も加えると7回も入院という

]可 目になってしまいましたc

最初の手術は胃と牌臓を全部摘出、次は肝臓に

転移したものが急成長したため、肝臓を半分、それも

中央部から大きく快り取るという大手術、三度 目は今

年の 7月 に急に体調がおかしくなったので救急外来

に駆け込んだら脳腫瘍と判明、そのまま入院して急

邊切除となり、8月 末に漸く退院できたのでしたc

入院中の退屈しのぎ

実際に入院する前は、毎 日ただ寝ているのは退屈

で、やりきれないものだろうとしか思つていませんでし

た。それで、毎度 CDプレーヤーを持ち込んでクラシ

ック音楽のメドレーを聴くほかに、長い間ツンドクして

あつた本を何冊か持ち込みました。それも、推理小説

などでは眠れなくなりますから、ある程度「催眠効果 J

のある本を選んで持参しました。たとえば、Ackoff,

Arno∬ による Operations Researchの原書、数学

の位相空間論、複素函数論、群論、環論などです。

今回は、駆け込んでそのまま入院でしたから用意

がなく、脳の手術と考えただけでも読書どころの騒ぎ

ではありませんから、家族にCDプレーヤーだけ持参

してもらいました。しかし、悪い腫瘍を切除したお蔭で

数 日後に頭がすっきりして読書もできるようになりまし

たので、上記の本を逐次持参してもらいました。もつと

も、こういう硬い本ばかりでは疲れるのみですから、岩

波文庫の寺田寅彦の随筆集5巻セットを追加して、合

間に読むことにしました。

寺田寅彦について

寺田寅彦は、明治時代から昭不Π初期にかけて東京

帝国大学の理学部の先生でしたが、夏 目漱石の高

弟で、『吾輩は猫である』に出てくる水島寒月理学博

士のモデルだつたのです。高校二年の時に国語の教

科書に彼の「手首の問題 Jという随筆があって、文章

に感銘を受けただけでなく、内容が日常生活の実用

面でも大いに役に立ちましたので、他の随筆も読ん

でみたいと長年思つていました。

随筆集を読んで驚いたこと

随筆集は漸く半分近くを読んだ程度でしたが、多

数のものが科学の話を芸術的に、また、芸術の話を

科学的に上手に記述してあり、しかも、100年以上前

の作品なのに、現代の正しい日本語の標準語の模範

ともいうべき文章と言葉遣いが素晴らしいので感心し

ました。さらに、次の点で驚きました。

一 西洋文明に対する明治時代の日本人の常識レベ

ルと姿勢。態度について記述していますが、現代

の日本とまったく同じです。

― 地震対策について、関東大震災の起こる前から、

地震対策が問題になっているという記述の随筆が

何点かありますが、関東大震災の直後にその必要

性が大きくなったことも記述あり、これまた、一昨年

の東 日本大震災の直後とまったく同じですc熱し

やすく冷めやすい 日本人の特性から、問題点を

毎度先送りして、そのうちに忘れるという今までの

政府、専門家達の伝統的パタンと同じです。

― 統計学に関する随筆が時々出てきます。近頃 日

本で騒いでいるデミング賞だの TQCだのの中身

はすべて含まれている感じ、というより、明治時代

に福沢諭吉と高杉晋作が上海経由で西洋から導

入した統計学の方が、今の日本的 TQCよりよほど

優れていると思われます。

最も驚いたこと

日本製品の品質に関する随筆が何点もありましたc

西洋から導入した種類の製品は、見かけだけよくても

本質は劣るものが多いと喝破しています。品質管理も

1司 様です。寅彦氏は大元の体制管理をしっかりして

いれば、枝葉の品質管理は簡単に確保できるという

考えを披涯していて、これは正しく私が30年来提唱し

てきたQAと 同じ考え方です。これには最も驚きました。

また、現代の QA,生産管理、さらには、Deming博 士

等の提唱する “System thnhng"も 含んでいます。

日本では、多くの製品の業界で借り物文化のせい

βベータ■こ続θ
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はじめに

本年6月 に、アメリカ品質学会(ASQ)の CPGP
(Certiled Pharmaceutical GMP PrOissiOnnl)の 資

格試験を受けました。

普段の業務

私は兵庫県内の化学会社において品質保証 |こ l_

事しています。自社の製品は、医薬品の活 1生 成分

(Act市e Pharmaceutたd lngredent)を合成するたう 71

原料で、欧米の大手製薬企業が主な顧客となります
=

欧米の製薬企業や規制当局が相手となる品質保証

ですので、欧米の基準である Goodヽ lanuictunng

Practice(GMP)を 理解していることが業務において必

要不可欠となつていますc

日頃心壮卜けていること

GMPの理解の基本は規制当局の規制とガイダンス

を読むことですc仕事に関連する領域で当局から新

たな規市」が発表された場合には1週 間以内に全文を

読み終えるように心がけていますcガイダンスの解釈
の仕方は国による文化の違いや個人の感性によるバ

イアスが必ず入つてきますので、顧客満足を満たすた

めには、顧客側ではどのように GMPを理解している

のかということが非常に大事です。欧米の業界誌や

業界団体の出版物もできるだけ多く読み、GMPに対

する欧米流の理解に触れるよう心掛けています。

受験に至った理由

私の勤務する企業内には欧米流の GMPを理解す

るための確 tされた社内教育システムはありません。
ほとんど独学に頼つていますので、米国流の GMPの
理解とずれがあるかどうかの確認もまた自己責任で

行わざるを得ません。日頃の業務の中での顧客との

やりとりでもフィードバックを得ることがあるのですが、

第二者的な評価も好ましいと考え CPGP公認資格試

験を利用することにしました。

直前の準備

INTERNAT10NAL QA INSTITUTE

当 日資料の持ち込みは可能ですので、参考書代

わりの当局のガイダンスのコピーは事前にせつせと準

備しましたc Body of Knowledgeは 何を準備すれば良

いのか 目安をつける上で役にたちました。

受験会場までの移動中に持ち込み資料のごく一部

は目を通したのですが、他にとりたてて特別な準備は

しませんでした。

試験当日

製剤だけに適用される項 目は 日頃の業務で馴染

みが無いので、持参資料にたよりきりでした。試験当

日初めて目を通すガイダンスもいくつかありました。今

更ながらよく合格したと思います。

日頃の業務は正解が無い問題 にあふれています

が、正解がある4者択 ―の問題を解くというのは学生

十二戻つたような妙な気分になりました。

受験してみて

Cert五 cateを得たからと言つて、私自身が変身する
わけではなく、また周囲の評価が突然変わるわけでも
なく今までと変わらない日常を過ごしています。GMP
の幅広い領域をカバーする試験を受験したものの、
GMPに関してオールマイティでないことは自覚して
いますので、この結果におごるこことなく、一層の専門
性を高めていきたいと思いますc

今後の興味

海外の供給業者監査を一層効果的に実施するた

めのスキルとか、品質マネジメントシステムの構築・運

営を通じた事業に貢献することにも興味があり、いず

オ■はCQA、 CMQ/OEにもり

`戦

したいと思います。

謝  辞

Cert五 catbnの枠組みを構築したASQならびに日

本国内での受験における事務局としてのlQAIの おか

げで Cert五 cateをいただくことができましたc

受験費用と交通費のスポンサーとなつて下さつた

mカネカにも謝辞を述べたいと思います。
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IQAI会 員 /安 岡 均 (CQE/CQA)

はじめに

2013年 6月 に、アメリカ品質学会(へSQ)の CQA
(Certllicd Qudity Aud■ or、 ASQ公認経営監査士)の

試験に合格しました。体験談を記述致します.

受験のきっかけ

私は日本の化学メーカーに勤務しており、製造技

術/品質管理/品質保証業務に長年携わってきま

した。業務を通じて経験してきた事を、体系的に理解

し、それを証明できるものがないかと探していたところ、

ASQの資格を見つけましたc業務上、海外の顧客か

ら監査を受けることが多く、CQAであれば、業務にも

役立つと考え、受験しました。計 2回受験をしており、

これから、受験される方の参考になれば幸いですc

受験準備

(1)受験1回 目(2012年 12月 )

2012年 10月 に IQAIの 必勝合格講習会(2日 間コ

ース)に、1日 のみ参加しました。講習会では、CQAは、

頭で理解するのではなく、実践を通じ、体得するもの

であるとの話を伺い、刺激を受けました。受験勉強は、

Sample CQA Qucstions(100題 )を 3回解き、不明点

を、講 習 会 テキスト(“ Spechl Aud■ o「 Brush up

Course")で 確認するという方法で行いました。この状

態で試験に臨みましたが、内容の理解不足から試験

時間が足りず、不合格となりました。スコアは 480(合

格スコア 550)であり、どのエリアも、万遍なく悪いという

結果でした。

(2)受験 2回 目(2013年 6月 )

前回の受験の反省及び三浦昭夫先生の ad宙ceか

ら、中身を深く理解することが重要と考え、1月 ～4月

は、講習会テキストを、英語カアップも兼ね、声を出し

ながら書き写しました(Part Aげ)み 1回 )。 5月 の GW
中に開催された必勝合格講習会(5月 3日 ～5口 )に

参加し、講習会テキスト全てを輪読することが出来、

CQAの全体像を把握することが出来ました。講習会

では、監査経験豊富な三浦昭夫先生と西原美津子

先生の話が、受験のみならず、業務を遂行する上で

非常に参考になりました。GW明 けからは、“SolutiOn

Text CQA Pnmer"を 約 3回解きました。この問題集

は、何故その答えになるか解説があり、これが効果的

でした。回を重ねるごとに、理解が深まることを実感で

きましたc使用した参考書は、前述の講習会テキスト

及び “Soltltion Text CQA PHmcr"が 、約9害 l。 残り1

害1は 、用 語 や 統 計 関連 の確 認 に、“The ASQ

Auditing Handbook"、 プレクサス社の CQE用 の参考書

(計 7冊 )を利用しました。覚え切れないと感じた内容

は、ノートに書き写し、試験会場に持ち込みました。

CQA受験当日

5時間で 150間の試験はかなリハードで、午前の 2

時間が終了した時,点で、約 80問まで終了していまし

た。後半のケーススタディーを考慮すると、このペース

が、時間的にはぎりぎりのラインだと思いますcまた、

ケーススタディーは、参照文献の量が多いため、試験

時間を 90分以上残した状態で取りかかる方が、焦ら

ずにいいかと思います。結局、試験時間5時間をフル

に要しました。自分で作成したノートと英語の辞書は、

何度か使用しましたが、参考書類は、使用する時間

はありませんでした。試験後は、受験 1回 日より点数

が Lが つているとの実感はありましたが、結果が出る

までは、不安が残りました。受験約 10口 後に、合格通

知が頂き、ほつと胸を撫で下ろした次第です。

おわりに

CQAは、他のASQ公認資格とは異なり、人文科学

の世界であるとの話を西原美津子先生から伺ったこと

が、参考になりました。CQAの試験問題は、エンジニ

アの試験のように割り切れない部分があり、その部分

と折り合いをつけることも大事かと思います。そのため、

前述の講習会や諸先輩方の経験を最大限に活用す

ることが、合格への近道であると感じておりますっ

謝 辞

各講習会で示唆に富む講義をして頂き、また、事

あるごとに勇気付けて頂いた三浦昭夫先生、西原美

津子先生、そして、いろいろな所で助けて頂いた佐

藤美由紀理事、星山孝子理事には、この場を借りて、

心より感謝中し上げます。また、今回の受験をサポー

トしてくれた家族にも感謝致します。
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善養寺 英二 (CQE)

はじめに

2013年 6月 期のASQ CQE試験に合格しました。

試験はアメリカでしか受けられないものと諦めていた

矢先、国際品質保証協会により受験機会が提供され

ていることを知り、国内で時差ボケや道不案内等のハ

ンディもなく試験を受けることができました。

受験の経緯

現在アジアバシフィック地域の顧客担当 Quality
Managerと して、お客豪品質経験 (主 に苦情対応 )

を各国工場の品質管理青「門や技術部門に伝え、そ

の結果を調査報告ないし|ま是正報告としてお客様ヘ

回答してご満足を得ることを業としています。私のよう

な製造現場を持たない Quality Managerは アメリカ

と欧り1にも配置されてヽヽますが、求められるのは工場

の品質担当と同じくCQEなまじめとしたASQ資格で

すc取得しなければならないニーズ|ま感じながらも、

日本では受験できないものと諦う、それを受験しない

言い訳にしてきました=年初うの管理 目標を立てる際、

ネット検索に偶然ヒットした国際品質保証協会のサイ

トで CQEが東京で受験できることを矢[|,、 もう言い訳

がきかないと観念した上で今年度の自己育成計画 (6

月は肝試し、12月 が本番)に挙げた次第です
=

受験準備

CQE受験のためアメリカ本社より“CQE P面 ■lerTを

渡され、「読めば受かるJとのこと。毎月アメリカの上言
]

との TV会議での面接があり、なんらかの進捗も示さ

ねばなりません。英語を母国語とする人は読めば解る

のかも知れませんが、何百ベージもの外国語を読む

気にならず、暫くは放置です.定められた準備期間

が過ぎてから一念発起、PHmer付属の CD問題集で

知恵試しをしながら、既知の範囲、未知の情報とに分

けて行きました。品質管理業務の専門経験はありませ

んが、これまで外資系国内工場での設計変更管理を

経て、リーマンショックによる国内からの設計部門撤

退までは設計部門長を担当し、こと設計管理の全活

動では夢でうなされるほどやつてきましたcCD問題集

に現れる難解な英語を過去経験した新製品導入プロ

セスの会議体や評価試験のシーンに置き換えて行き

ましたc参考書としての“CQE PHmer"を紐解くことで、
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ある場面が品質管理プロセスの中でどういつた意味

合いがあったのか点 (経験)が線 (矢日識展開)や面(プ

ロセス構造)につながって行く発見の喜びがありました。

CQEの受験勉強は、品質管理に必要な知識を系統

だって学び、また自己の中で経験ストーリーを組み立

て直す良い機会となりましたc

受験当日

試験は英語でクイズ形式でしたが、160問 5時間と

いう持久戦にはそれなりの心構えが必要でした。頭が

ギブアップしないよう飲み物や即エネルギーに変わる

というチョコレートを持参し、ストレスなく試験に臨む準

備をしました。得意不得意にかかわらず、30分毎に

何問解かねばならないか時間配分を行い、進み。遅

れをチェックしました。回答は問題用紙に自信あり・要
レビュー・不明の 3つのマークで回答しておき、30分
ごとにマークシートにそれを移しながら再度のチェック

を行いました。索引に相当するCQE SubicCt lndcxを

別置きし、直前1か月はスムーズな文書検索を練習し

ましたc

おわりに

CQEの試験合格は、年度計画を半年で達成した

ため′心理的余裕が生まれ、新たな学習の機会が得ら

れました。現職ではお客様への同答文書の中に実験

計画法や統計的有意差などに触れる場面もあり、こ

れを平易にお客様に説明できることが求められます。

難しいことを難しいまま伝書鳩となって煙に巻くのは

たやすいことです。しかし難しいことを、例えを加えな

がら平易にお客様に説明できることを目指しています。

今それが CQEの資格取得がきっかけで長い道では

ち ,ますが少しずつ求められる姿に近づきつつあるよ

うに思えてきましたc

謝 辞

国際品質保証協会のサイトに偶然行き当たり、そ

の後佳藤美由紀様からCQEの受験につきましてご親

切なアドバイスを糸区続的に頂き、スムーズに受験の機

会を得ることができました。CQEの合格が新たな自信

と学習機会を引き出し、その後わずかでもそれを達成

して行く喜びを感じており、この場をお借りして国際品

質保証協会の皆様に感謝申し上げます。
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会員 水本寸徹 (CQA/CPGP)

はじめに

2013年 6月 にアメリカ品質学会 (へ SQ)の CPCP
(Certined Pharmaceuticd Gヽ IP Proissional)の 試験

に合格致しましたので、以下に感想を記載致します。

2012年 12月 に CQA(公認監査士)の試験に合格し

た直後でしたが、幸い 1回 目で無事合格できました。

これから CPGP試験にチャレンジする方々に参考に

なれば幸いです c

受験のきつかけ

CPGPは 医薬品の製造及び品質保証に関する基

準 (GMP)及 び関連する規制に特化した資格です。

製薬会社の QA部 門に勤務して、日頃からGMPや監

査といった業務をしており、前述した CQAと CPGPの
Cert五 cationを保有していれば、医薬品の製造業者

に対して監査をする実力があることを公に示すことが

できる、と考えたのが受験の動機です c

近年、日本の GMPも グローバル化に向けて大きく

動き出していますcこ れに伴い、日頃の業務として、

海外のガイドラインに接する機会は多く、CPCPを受

験することは自分の実力を試す良いlTl会 であると考

えました。2011年 9月 の IQAI主 催の説明会で、三浦

先生よりCPGP受 験の前に CQ=ヽ の受験を勧められた

ことから、まずは CQAに 合格してんも CPGPにチャレ

ンジすることを最初から予定していました。

受験準備～合格まで

(1)受験準備

CPGPは数年前に始まったばかりの新しい試験で、

受験用としての参考資料はないので、まずは試験の

情報を入手する必、要がありました。手始めに、ASQの
ホームページで紹介されていた 3冊の参考書を購入

し́、また、同ホームベ ージから “CPGP Question

Bank"を購入しましたcこれは購入後 1年間使用す

ることができ、試験の概要を掴むのに有用でした。こ

れらの参考書をマスターする傍ら、日頃の業務を通じ

て実力を磨き上げることを考えました。

(2)Ques■on Bankの 活用法

Question Bankに は、CPGPの Body of

Knowledgeにある8つの項 目のそれぞれに問題が出

されますc問題を回答する前に「HintJのボタンをクリ

ックすると、解法として使用する参考文献が表示され

ます=また、間違ったLI答をした場合には、参考文献

が表示されますcそこで、自信を持つて正解できた問

題以外は、出典となる参考文献を表示させ、問題文と

その回答と合わせて、参考文献名をノートに記録して

おきました。参考文献は時間のあるときに確認して、

ノートに簡単なコメントを追記しておき、試験直前に見

直すことにしました。

(3)試験直前 (1筒月前 )

試験 1箇月前より、前述の参考文献を片端から読

み込んでいきました。参考文献は数が多いですが、

出題範囲に関連するものを優先して確認し、USPに
ついては、少々時間をかけて確認しました。

(4)試験本番 (6月 1日 )～合格通知

ほぼ予想どおりの問題が出題され、半分楽しみな

がら回答することができました。問題によつては、ガイ

ドラインに記載されている細かい数字について問わ

れた問題がありましたが、試験 中にガイドラインを読

み込んでいる時間はありませんので、ある程度時間を

区切つて回答するように注意する必要があります。試

験の手応えとして、合格ラインを十分超えている感覚

がありました。1週間後の 6月 7日 、ASQより合格通

知の Eメールを頂戴致しました。

最後に

CPGPの試験勉強は、私の場合、通常の業務をす

ることが一番の勉強でしたが、それ以外に勉強する

必要がある内容については、主に通勤電車内等の移

動時間中に行いました。製薬企業に勤務し、常 日頃、

GMP等 の規制について勉強している方であれば、

CPGPに合格できると思いますので、是非チャレンジ

していただきたいと思います。E―mdlでの合格通知

後、Certiication cardが ASQより送られてきました。

そこには、Ccrtlcatbn numberi 314と記載されてい

ました。私は全世界で 314番 日の有資格者となりまし

た。決して簡単な試験ではありませんが、世界的に見

ても貴重な公認資格であり、今後、日本からCPGPの
有資格者が増えることを祈念しております。

最後になりましたが、今回この試験を日本で受ける

機会を与えて頂き、また、多大なご支援とご助言を下

さった IQAl三浦昭夫名誉会長と西原美津子理事長

に感謝致します。
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ASQ CQAを 受験 して

野林文彦 (CQA)

受験の動機

現在、化学繊維工場で生産技術と品質管理に従

事しております。これまで3年ほど国内、国外の顧客

や外注先の品質監査等に従事する機会があり、また、

海外企業との接ソほからASQとその公認する資格を知

りました。以後これらの資格取得が所属組織と自分に

プラスに働くと考え、受験を決意しました。

受験準備一第 1段階

IQAI佐藤様よりご紹介もあり、ASQの “Aud■hg
Handbook"と Qualiゝ「Councl of lndianaの問題集を

実施。受験 日が 6月 1日 で、これらの到着が 5月 1

日、到着した Handbookはなかなかの厚み。(それで

も他に比較すれば半分近く薄いのですが)残り4週 間

でやり切れるのか ?という懸念もありましたが、佐藤様

のアドバイス「勢いが大事です_を思い出し準備開始。

ともかく1度全部読むと、ここ3年ほど従事した内容に

重なる分野も多く不安も和らぐと同時に、監査とは何

かに始まり、監査実地の技 llT、 さらに監査の一目的の

継続改善の要素|ま何か等、英語で|まありますが「これ

は全部入つている」ことにかなり鷲きました。

受験準備一第 2段階

Handbookを 2回 、問題集を3回実施することを決め、

予想の必要学習時間から毎 日/週末の大体の予定

を立て、最後の5日 ほどは間違った問題を再度確認

することに。問題集は解きながら Handbook上 を繰り

返し確認、本番に備える対策として付箋を付けたりし

ました。

ASQ資格を受験される方は、業務で英語を使う機

会も多いでしょうが、その水準であれば英語も比較的

平易と感ずる一方、「これは難解 Jの表現も散見され

るように思います。そのような場合にはとにかく抑揚を
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つけて「音読」を実施し、英語として理解し、英語とし

て返答をすることの一助にしようと考えました。また、

恥ずかしながら自分ではHandbook巻末のBOKの存

在を試験10日 前まで気づかず、その後は、何回か

BttKを音読しながら、それまで実施した学習の内容

を思い出すことにしましたc

試験当日

5時間の試験時間は長いです。自分は水と蜂蜜キ

ャンディーを用意。時間配分を最初に決めてペース

コントロールを行い、中だるみ防止にトライ。最後の長

文 Case studyは 、いわゆる受験テク「最初に質問を

読めJで意識を立てながら本文に取り掛かるものの、

最長の案件には 30分を要し少し慌てることになりまし

た。一方で、監査再現の Case Studyでは、英語での

記述が入り組むものの、「こういうことは監査で実際に

あるな」と面白く感じて角早くことができました。

長丁場のため、机上で頭を使うというよりは、マラソ

ンや耐久スポーツをされている方は、練習や競技の

気持ちの持ち方が応用できるように感じます。お尻も

背中も痛くなるので、腰痛対策として (自 分は今回持

って行きませんでしたが)、 専用のクッションの持参を

お勧めします。

試験後と今後

試験後は、ある程度手ごたえがあったものの、一週

間後到着のメールに “Congratulation/″ が見えたと

きは、うれしく、安堵しました。以後もCQAの 責務を果

たせる様に尽力して行く所存です。現在は別の資格

にチャレンジ中です。こちらはもつともつと難関ですが、

ASQの Handbookは読むのが楽ではないにしても、

やはりよく出来ていると感じます。

ASQの資格試験を受けられる方は意識が高く優秀

な方も多いと信じますが、これだけ海外展開をしてい

る企業が多い中、日本で ASQ資格に対する意識が

低いのには少し懸念を感じます。GlobJ化が言われ

て久しいですが、日本人エンジエアにも、欧米、中国、

インド等のエンジエアと、英語で堂々と対等に戦わね

ばならないし、まだそれは十分可能と感じます。ASQ
√)資格と、それに向けての学習習熟は間違いなくそ

れを加速させるものと信じます。

終わりに

何度も急な問い合わせに対し、試験準備や受験テ

クニックなど丁寧なアドバイスを頂いた IQAI佐藤様に

は深く感謝申し上げますcまたこの受験記投稿の機

会を与えていただいたIQAIの三浦会長にも感謝申

し́上げます。
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クページのつづJ

か、大元の管理が不在の会社が多く、それで枝葉のエ

ラー修正ばかりにり
1亡殺されている感じです。これが日本

の ^般の欠点です.

大元で仕事の正しい要領を始めから無駄のユいやり

方で正しく指示し、しつかり管理していれ |ま 、カノゼン、

ポカよけ、無駄取り、リーンなどという
=ろ

F=し・||三 き|ま

ぎは一切要らなくなりますこまた、際F_3な きほ
=畦

し
「

‐連

続を「継続的改善Jな どと称して室三高毛|二「色ろヒ:ヽ う愚

劣なことは益々要らなくなります[鷲、が:こ 去 |二 指導した

100社前後の企業の大半 |ま そのとおりになってくれまし

た。

寺田寅彦氏のような考え方、正しい管理に関する考

え方が明治の昔から日本にもあつたということ、これがわ

かったことが、大手術で人院したお蔭で得られた収穫の

一つでした^

事務局から

【理事会・年次総会】

◆1月 20日 にIEF事会並びにイli次 総会がPTE催 され、年間

の会計監査及び当会の活動状況、及び今後の活動計

画等について、報告がなされました。

【ASQ資格試験合格者】

◆ASQ資格試験に、次の方々が合格されました。

・2013年 3月 2日

CMQ10E:Ab(lullah N Guwaili氏

。2013オF6月 1日

CPCP:水村徹 氏、中村 貝」氏

CQA:野林文彦 氏、蘇隆 (ス ー・ロン)氏 、

安岡均 氏

CQE :善養寺 英二 氏

発行人 :NPO法 人 国際品質保証協会 (IQAI)

理事長 三浦 昭夫

Tel.:03-3712-6776;Fax:03-3712-3399

住 所 :東京 都 目黒 区 下 目黒 32414703

8

【活動報告等】

◆会員交流ツール

会員間の交流ツールとして、Lhkedlnの 運用を開始しま

した。配信済みの「Lhkedlnに よる会員同士のコミュニケ

ーションJをご参照いただき、ディスカッションサイトに是

非ご参加ください。

OQAI事務局/佐藤央英)

編集後記

今回|ま 5件の ASQ資格の受験記を載せることが

出来た。また、三浦名誉会長から「寺田寅彦の随筆

とQA思想二)を戴いた.折しも、日本中が56年ぶりの

東京五輪招致成功に沸き立っている。スポーツの世

界でも、グローバル化の波は既に押寄せており、7年

後の東京五輪に向かつて益々加速するであろう。当

然マネジメントの世界でもASQ資格が活性化するこ

とを期待したい。五輪招致はプレゼンテーションとロ

ビー活動の勝利と言われている。あのスピーチの素

晴らしさは英語で意思を伝えるのが苦手な日本人だ

とは至J底思えない。この演出は英国人アドバイザー

のニック・バレー氏によるものだそうである。ロビー活

動も日本が最も下手な活動でもある。今後は ISOの

規格審議等の場でも生かして欲しい事項である。

ASQ資格合格者も、全員が IQAIの 三浦・西原両

先生や先輩の合格者の意見が大変参考になったと

謝意を述べている。ASQ資格試験もアドバイザーが

必要であり、IQAIの先生や、先輩たちがそのアドバ

イザーを担つている。また、三浦先生が記述している

寺田寅彦の「日本製品は西洋からの導入のものでも

見かけだけ良くて本質は劣るものが多い」ということ、

最近でもそうだから、今後はなお一層の注意を要す

るc「大元の体制管理Jについては、昔から一部の識

者だけは認識していたものの、ほとんどは相変わらず

上の空であるc特に、「福島原発Jはひどいもので、

早く何とかしてもらいたいものである。

(岩佐允勝 )

連絡先 :事務局

佐藤 央英 E―mdl:yoshhdesato@mmm keb.net

ハヽFebsite:http://wwwoiqai.org

機 関誌発行/頒価 :年 2回 /年間 1000円
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