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NPO法人 国際品質保証協会は、QA（品質保証）に関連する活動を通して日本の繁栄に奉仕・貢献することを目的として 1991年に設

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

活動、内部の教育、調査・研究、講習等の会員活動に加え、アメリカ品質学会（ASQ）の日本支部として国際的にも活動しています。 
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韓国仁川のアジア大会での男子体操の総合初の金メダル 
の日本男子チームのメンバー 
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理事長  西原 美津子 

CQA/CBA /CHA 

メディアが我々の日常に及ぼす影響はどれほどで

あろうか。情報・映像などを通じて、視聴者側にどのよ

うなインパクトを与えられるかによって、ビジネスの世

界でも商品の売上げに大きく影響するような例を考え

れば、その力の大きさは容易には測れない。 

現在、韓国仁川で行われているアジア大会が真っ

盛りであるが、水泳、柔道、体操、フェンシングその

他、どの競技の選手らの活躍も目覚ましく、本当に素

晴らしい。熱心にテレビ観戦をしていると、一般のスポ

ーツ人口も増加傾向にあるのではないかと勝手に判

断してしまったが、総務省の人口統計によれば、競技

によって多少の違いはあるが、バブル期を境に２０年

間で一貫して低下傾向にあるらしい。どうやらメディア

から受けた自分の錯誤だったようだ。 
 

さて、話題を変え、前号でもご紹介した品質マネジ

メントシステム ISO9001: 2015 は、5月に DIS（国際規

格原案）が発行され、最近では、規格の改訂に触れ

た議論に出遭うようになった。次の段階の FDIS を経

れば、来年 9 月には内容が大幅に刷新された新しい

国際規格が出ることになるが、各界におけるこの規格

への関心はとみに低下傾向にあるのは否めない。上

位の『共通テキスト』に準じて他のマネジメントシステム

との共通化を図るべく新規格の構成が抜本的に変更

されるのが大きな特徴となっているが、組織における

品質保証の神髄は新規格でも変わることはない。新し

く導入された概念のように扱われがちな 「リスク対応

をベースにした管理システム」 は、旧来の品質保証

の基本概念にある思想そのものである。改訂版の ISO

規格を展開して社内システムとして運用していかねば

ならない組織には、メディアの報道も含め、歪曲され

た議論に惑わされず、適切な導入計画を望みたい。 
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CQE奮闘記 
 

 

田村 功 
 
 

はじめに 
 

過日’14 年 6 月に行われましたアメリカ品質学会

（ASQ）の CQE（Certified Quality Engineer）試験に合

格致しました。当 IQAI 機関誌を読んでおられる QC

マン同志の皆様に、稚拙な文章ではございますが気

楽に私の受験奮闘記を見て共感していただければ幸

いに存じます。 
 

異動と CQE資格喪失 
 

弊社は、京都に本社を置く電子部品製造業です。

私自身は、（旧）S 友金属から岐阜県大垣市の系列会

社に異動、’04 年に当工場が M 田製作所に吸収さ

れ、’11 年にその滋賀県野洲市の開発拠点に異動と

なって、今に至っています。 

大垣では欧米自動車 Tier1向け製品のQC/QAを

担当しており、’02年にPlexus Japan（以下、PJという）

のCQEセミナーを受講後、日科技連が当時協賛して

いた日本語版 CQE を受験、『ASQ と日科技連の

CQE』となりました。 

 以降、更新維持していたのですが、’11年の更新手

続を異動のゴタゴタで失念、スッポカしてしまったこと

に気付いたのが昨年末の大垣元上司からの問合せ。

しかし時既に遅し…（汗）。日科技連も PJも既に CQE

の協賛を止めており、更新案内すら来ることなく、

『CQE』の資格を喪失してしまっておりました…（涙）。 
 

CQE受験決意 
 

も と も と 大 垣工場が小規模工場で 、 QMS

（TS16949）や FMEA、MSA/SPC、DoE/QE 等の各種

実務に広く携わっていましたので、多少の知識と経験

はありました。’07年『QC検定1級』をクリアしましたが、

どうしても『CQE』を喪失したことが心残りでした。 

 そんなとき、IQAI の機関誌に出会い、受験合格者

の声を読んでいるうちに、『もう一度、いや今度は“本

物の CQE”になるぞ』とメラメラ闘志が燃え上がり、そ

して’14年 2月に受験を決意。 

 

受験準備～合格まで 
 

(1) 受験準備～ASQ入会 

 まずは情報収集から。何しろ前回 CQE（日本語版） 

 

を受験してから 10 年以上経過していて、全く事情が

分からない。もともと TOEIC スコア自体、大変お恥ず

かしいレベルですので、まずは ASQ のサイトの見方

から、入会、CQE Handbook の購入方法等、IQAI 理

事の佐藤様に度々ご質問とご相談をさせていただき、

ご多忙中のところ毎回有難いご助言と励ましの返信

を賜り、大変感謝しております。 
 

(2) CQE Handbook購入～受験勉強(前半戦) 

自宅に CQE Handbook（まるで百科事典のような厚

みに驚愕）が届きました。サッと該当箇所が開けるよう

に、最初に章毎の付箋ラベル貼付から始めました。 

 私の場合、CQE受験に使ったのは、10年以上前に

使った PJ翻訳版CQEテキスト、日科技連版数値表、

CQE Handbookでした。 

 前半は、品質哲学等の長い英文を英和辞典片手に

ひたすら読解する格闘が続きました。Handbook は、

和訳した赤文字だらけ。当初立てた計画スケジュー

ルからも大幅に遅れる状況に…。 
 

(3) 受験勉強(後半戦)～試験前日 

 4 月の時点で、まだ Handbook の 1/3 しか読めてお

らず「やばい…」と気ばかり焦ります。不安を抱えたま

ま ASQ 資格試験情報入手を主目的に、IQAI 当会の

「CQA 半日講習」に参加しましたが、延々続く英文演

習問題に殆ど正答できず、意気消沈。 

 そこで、一文一文読解する勉強法に見切りをつけ、

「拾い読み」と「計算演習」に切替ました。もう時間に

余裕はなく、試験前日は有休をいただき、自宅に戻り

ました。家族も私の必死の形相を見たからでしょう、殆

ど話かけることもなく、1日中、勉強に専念しました。 
 

(4) 試験本番～合格通知 

当日は風雨。交通機関に影響が出る恐れがあり、

早朝の新幹線に乗ることで東京の会場（下目黒住区

センター）に開場時刻前に到着しました。 

 オリエンテーションは全て英語での説明。正直、殆

ど分かりません（笑）。試験時間は 10:00 から（途中

12:00-13:00 昼休み）16:00 までの 5 時間。（昼食は、

近所の「勝丸」のラーメンでゲン担ぎ。（笑）） 

160問（約 2分/問、午前中で 64問到達が目安）を

解かなければならないので、ペース配分が大切。い

ちいちテキストを探していたらとても間に合いませんし、

計算問題に時間を費やすことも必要でしたから、迅速

に解答していかなければなりません。 

意外に効率よく進み、終了 1 時間前で全問終え、

残り時間は、途中疑わしいと問題冊子に印を付けた

10 数箇所の再チェックに費やしました。計算問題は、

そう複雑でなく、関数電卓で容易に求められるレベル 
                       （3ぺージ下へ →） 
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不適合の思い出 
 

 
IQAI 会員 岩佐 允勝  

 
 

  私が“不適合”という言葉を聞いたのは、今から 35

年も昔になります。ＩＳＯが日本に上陸する 10 年以上

も前のことです。当時、私は東洋電機製造(株)相模事

業所の品質管理課長でした。当時、防衛庁は航空自

衛隊のレーダー基地の電源の無停電化を推進して

おり、東洋電機製の「無停電電源装置」が日本全国

の航空自衛隊基地（レーダー基地：千歳・三沢・松

島・百里・浜松・小松・土佐清水・新田原・背振山・那

覇・宮古島、等）に一斉に設置している頃でした。

（註：「無停電電源装置」というのは、電力会社が攻撃

されて停電になっても、レーダーが止まらないように

するためのもので、戦略的にも重要で、容量も５０ＫＶ

Ａ～１５０ＫＶＡもあり、各基地の地下防空壕のようなと

ころに設置されていました。） 
 

 この装置の納入に際して、防衛庁の体制監査を含

む製品の立会検査が必要でした。ある時、この立会

検査の検査官が“飯塚三佐”（当時 50 歳位、三佐は

旧軍隊の少佐に当たる）だと知らされた時、嫌な予感

がしました。この方は業界でも知らない人がいないほ

ど有名な厳しい検査官でした。また、当時の私は大

変多忙で、挨拶後は、立会テストは技術的に優秀なＳ

係長に任せておりました。立会検査も順調に進み、最

後の「過負荷耐量連続通電テスト」に入った時です。

会議中の私のところにＳ係長が深刻な顔で「課長、大

変です。検査官が大変怒って『課長を呼んで来い』と

怒鳴っています。」と云ってきました。早速、立会現場

に行くと、「貴様は防衛庁の仕様を何だと思っている

のか！」と怒鳴られました。「何か問題でもありました

か？」と聞くと、「防衛庁の仕様は力率 0.8 でやれと書

いてあるのに、何で1.0でやるんだ、“不適合”だ！」。 
 

  この時、初めて“不適合”という言葉に出会いました。

Ｓ係長は力率 1.0の方が 0.8より負荷電流が高いので、 

これでＯＫなら良いではないかと釈明したらしいので

す。実は、防衛庁仕様は 75 ＫＶＡの無停電装置でし

たが、当社の標準シリーズには無く、標準シリーズの

100 ＫＶＡを 75 ＫＶＡと称して防衛庁に納入していた

のです。（新設計するより、標準品の方が多少容量の

大きいものでも充分利益が出るための処置でした。Ｓ

係長は耐量が充分あることを知っていて、 面倒な力

率 0.8 の負荷を実現させるよりも、簡単な 1.0 でテスト

をしていたらしいのです。）Ｓ係長が、更に「仕様よりき 

 

つい値でテストをしてＯＫなのに、何故だめなのです

か？」と聞くと、「俺は良い悪いを云っているのではな

い。“不適合”だと云っているのだ！」と怒鳴りました。 
 

         
 
  ここで初めて“不適合”と云うのは良い悪いではなく、

仕様（基準）に合っていないことだと知り、謝罪して、

力率 0.8 で再テストするよう命じました。そろそろ立会

テストが終わるころかなと思っていると、またＳ係長が

やってきて、「また怒ってます。」と云うのです。現場へ

行くと、私の顔を見るなり、「課長。まだこいつらは、判

っていねえぞ」と云われました。最後の予備品の員数

チェックで、電力フューズ（ＧＥからの輸入品）の仕様

は 10 本でしたが、ＧＥからの購買単位は 1 ダース箱

（12本）でしたので、調達課は 1箱（「2本オマケ」とい

うより、2 本取り出すと後の処理が面倒）を予備品にし

ておいたのです。10本より 12本の方が良いでしょうが、

これが“不適合”なのです。そこで箱を開けて 2 本取

出し、10 本にしてＯＫとなり、やっと、合格（桜印の金

属名盤に検査官の認識番号を打刻）になりました。 

  この飯塚三佐の“不適合”の意味が現在の “Non- 

conformity”の解釈ではどうなのかは別として、  私は 

35年以上も前に“不適合”を喰らった訳で、今では懐 

かしい思い出です。 
 

------------------------------ 
 

(→) でしたので、英文読解の苦手な私にとっては良

い得点源でした。合格率 60%前後と言われる CQE 試

験ですが、終えた時点で確かな手応えがありました。 
 

最 後 に 
 

試験から 1 週間後に会社のメルアドに ASQ から合

格通知が届きました。一時は諦めかけましたが、思い

切って再挑戦して取得したCQEにとても嬉しく思って

います。資格取得によって弊社内での待遇が変わる

わけでもなく、CQE 認知度は低いままですが、これま

で以上に、日常の品質問題に果敢に立ち向かう勇気

を得たような気がします。 

 最後に、今回こうした体験記を書く機会を与えて下

さった IQAI西原理事長、懇切丁寧にご助言いただき

ました佐藤理事に、この場を借りまして厚く御礼申し

上げます。 
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ASQ受験記 

 
 

中村 一則 
CQM/OE/CPGP/CQA 

 
 

はじめに 
 

兵庫県の化学会社で品質保証の仕事をしている

中村一則です。国際品質保証協会の非会員ではあり

ますが、機関紙への寄稿の依頼を受けましたので、

今年の３月に受験した ASQ の CMQ/OE と 6月に受

験した CQA の２つの試験についての感想を寄稿い

たします。 
 

品質マネジメントシステムに対する興味 
 

我々の事業の業績は芳しくないです。個々人が与

えられた仕事を精一杯こなしているのに業績が一向

に好転しません。つきつめて考えると Management が

有効に機能していないということです。Managementを

その構成要素から考察をしていくと品質マネジメント

に興味が向かうのは必然的なことでした。我々は製品

やサービスを米国系はじめ海外の主要な製薬企業に

供給していますが、近年顧客サイドにおいて、マネジ

メントシステムを一層重視しているという変化を感じと

っています。顧客の要望を正しく理解するには、その

ベースにある原理や原則を正確に理解することが大

事で、米国式の management system を理解するのは

不可欠であると感じました。 
 

        
 

そうした中で品質マネジメントシステムの体系的な

理解のために ASQの CMQ/OEの Handbookを購入

したのは昨年の秋ごろです。今までに、米国系の著

者による management や quality に関する書籍を何冊

か読んだことがありましたが、ASQのHandbookはこれ

らの書籍の内容との相性は良く、かなりすんなりと頭

の中に入っていきました。 
 

Handbook を受験用に読む 
 

休日に少しずつ読んでみて、Handbookをひととお 

 

り読みおえたのが、昨年の年末のこと。せっかく読ん

だので certification へのチャレンジを決心したのは１

月になってからでした。受験を決めてから、あと 2回は

Handbook を読もうと、電車の中や帰宅後にせっせと

読んでみたものの結局 1.5 回で時間切れとなりました。

Sample question は web 上に公開されているものと、

Handbook 付属 CD のもの両方試してみましたが、は

じめのころの正解率は 6 割程度でしたが、最終的に

は 8割までいっていたようです。 
 

CMQ/OE試験当日の思わぬ出来事 
 

記述式の問題に回答中は参考書を開けてはいけ

ないということに気づいたのは、問題用紙が配られて

から。自信がない箇所はHandbookを見ながら記述式

に取り組むつもりでいましたので大きな誤算でした。

試験の実施方法はよく理解しておくべきでした。いざ

記述式の問題に取り組みだすと、日頃あまり使ってい

ない指の筋肉が疲労で固くなってきました。手の筋肉

のコリは私の四十肩に悪影響を与え、筋肉の張りは

首にも伝播していきました。首が疲労すると思考力が

低下するのですが、昼食時の休憩で周囲を散歩して

いると手、肩、首の張りが取れ、普通に思考できるよう

になりました。どうやら試験準備は頭だけなく指も鍛え

る必要があったようです。 
 

ガラパゴスでない監査員を目指す 
 

近年顧客からの監査を受けるだけでなく、自分自

身が監査を実施する機会が増えてきました。社内に

ISO9001 ベースでの内部監査者育成の教育プログラ

ムはあるものの、外部の認証機関からは孤立しており、

例え認証を受けたとしても、それが外部で通用する

の？といった代物でした。製薬業界における供給業

者の監査プログラムで ASQ CQA が auditor の

qualification で参照されることが時折みられますので、

ASQ CQAは私が取得したい資格のひとつでした。 
 

またまた Handbook を読む 
 

BOK を見たところ、現在の業務に対する知識の延長

上で対処できそうという感触があったのですが、もう一

度体系的に学習する必要を感じていましたので、

CQAのHandbookを購入して読んでいきました。合計

3 回読むつもりでしたが、CMQ/OE と同じく合計 2.5

回程度で時間切れになりました。どうも計画未達とな

る癖があるようです。           
 

５時間耐久試験 
 

CQAの試験はひたすら長いので集中力を切らさな 
８ページへつづく 
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Why から始めよ！ 

サイモン・シネックの本より 

 

会員 小田 宗隆  
CQA/CQE 

 

－Whatから始まる世界と Whyから始まる世界― 

 
 機能、性能、デザインがほぼ同じなのに、人々は何
故Ａｐｐｌｅからスマホを買うのか？1 週間もすれば待た
ずに買えるのに、発売前に何故何日も並んでまで買
うのか。その答えが下記だと思います。2 つの会社の
メッセージを読んで、一方のメッセージは、貴方の心
を掴むと思います。それが Appleです。 

 
会社Ａのメッセージ： 
われわれは、すばらしいスマホをつくっています。

美しいデザイン、シンプルな操作法、取り扱いも簡単。
一台、いかがですか？ 

 
会社Ｂのメッセージ： 
現状に挑戦し、他社とは違う考えをする。それが私

たちの信条です。製品を美しくデザインし、操作性を
シンプルにし、取り扱いを簡単にすることで、私たち
は現状に挑戦しています。その結果、すばらしいスマ
ホが誕生しました。一台いかがですか？ 

 
会社Ｂが Apple です。彼等のメッセージは、何

(What)を提供するかではなく、何故(Why)を提供して
います。これは、直接私たちの本能（動物脳）に働き
かけて来ます。だから、何日も並んで Apple ストアー
でスマホを買ってしまう人がいるのです。会社Ａのメッ
セージでは、脳は興奮しません。What から始めては
いけません。 

 

Why から始めるとは（その１） 
 

これを、身近な例で考えて見ました。企業で品質関

連の仕事をしていると、標準化を推進する必要が生じ

ます。これが難しい。例えば、文書体系を作り、標準

書のフォーマットを作り、次に標準化を進める。この活

動では、上手くいきません。What から始まってしまっ

ています。これをWhyから始める必要があります。 

我々は、自分達の価値を社会のニーズと融合させ、

これを製品化して社会に供給し、社会に役立てること

を目指す（Why）。マーケットから得たニーズと研究開

発で得た成果を融合させ、これを製品として企画し、

設計し、製造し、市場に供給するというサイクルを回し、

社会の利益を最大化したい。この為には、部門間で

情報がよどみなく流れ、部門内でこれを効率的に実 

 

現できることが必要だ。部門間のインターフェイスを管

理し、部門内の仕事を標準化して改善できるようにし

よう（How）。この為には標準化の推進が必要だ。皆で

標準化を進めよう。まず、文書体系と標準書のフォー

マットを決めよう(What)。 

Whatから始めた場合と全然違うのではないでしょう

か。これなら、成功すると思いませんか。 
 

Why から始めるとは（その２） 
 

会社で上手く行かないことに技術ノウハウの共有化

があります。多くの組織は、What から始めてしまって

います。つまり、こうです。情報共有化のシステムを作

った。報告書作成用のフォーマットを作った。後は、

上長が部下を操作し、技術報告書を書かせるように

すれば良い。これでは、いくらたってもサーバーに技

術資料は蓄積されないでしょう。Why から始める必要

があります。 

自分の成果を公表し、仲間を Inspire することは素

晴らしいことだ（Why）。その為には、各自の成果をド

キュメントにして誰でも見えるようにしておかないとい

けない（How）。情報公開システムと情報公開用のフォ

ーマットを作ろう（What）。これを皆で利用しよう。これ

なら上手く行くでしょう。この活動は、まず上記の Why

を信じる人を集めることから始めます。一気にやろうと

すると失敗します。Tipping Point を理解し、先ず、5

人に 1 人くらいの賛同者を得るのです。ここから徐々

に広げて行きます。iPhone6 も同じです。店頭に何日

でも並んで買う Innovator, Early Adaptorがいて、これ

が徐々に Majorityに広がっていきます。 
 

終わりに 
 

品質も環境も認証制度の形骸化が間違いなく進ん

でいると思います。品質保証の真髄を理解しないで、

認証制度だけを利用しようとする会社にとっては、当

然の帰結だと思います。こんな会社は、Whyから始め

たら良いのです。こうすることで、形骸化を乗り越えて

いけると信じます。  
                           （完） 

 

＜参考文献＞ 
 

サイモン・シネック著、栗木さつき訳 

『Whyから始めよ！』日本経済新聞出版社

2012年 
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ISO 9001: 2015改訂に向けて 

－ 技術の伝承を考える － 

 

会員  門田 茂 

 
  2013 年に”ISO/IEC Directives, Part 1, Consoli- 

dated ISO Supplement, 2013” が発行され、その後

“ISO 9001：2015 の CD”が発行された。2015 年に発

行が予定されている ISO 9001については、改訂状況

が順次 Web 上で公開されていくようで、2014 年 4 月

が DIS （国際規格原案）、2015 年 7 月が FDIS（最終

国際規格原案）の発行、2015年 9月が国際規格発行

とされている。 

 

  2008 年版が発行された時のように、それから 3 年

間（2018年 9月まで）が認証組織の移行期間となるよ

うだ。最新の改訂情報を Web 上で確認すると、改訂

に対して、“組織として確実にしておきたいこと”として、

“新しい要求事項を実施するための計画をたてる” と

ある。この内容に従って、実際に自分が勤めている組

織に照らして考えてみたい。 

 

       

 

マネジメントシステムの共通化を図るため、マネジメ

ントシステムの国際規格の構成は上位の指令

（Directive）で全て共通になるとしている。その中の

“Appendix 2（規定）上位構造、共通の中核となる共

通テキスト、共通用語及び中核となる定義” の 4章に、

“4.1 組織及びその状況の理解：組織は、組織の目的

に関連し、かつ、マネジメントシステムの意図した成果

を達成する組織の能力に影響を与える、外部及び内

部の課題を決定しなければならない” となっている。 

これは基本構造であり、最終版でも変わらないは

ずなので、先行、この要求事項を検討してみることに

した。 

 

筆者が所属している組織では、品質及び環境のマ

ネジメントシステムを運営している。 品質について具 

 

体的に考えてみると、サービス業は、個々の能力に

大きく左右されるし、それを維持することも重要となる。

今までは、手順書以外は先輩から後輩へと共に仕事

をしながら技術の伝承を行なって来た。しかしながら、

それが現在では崩れそうな状況にある。ひとつには、

リーマンショックの影響で、30歳代から40歳代が非常

に少なくなっていることにもよるが、私の所では、50 歳

代が非常に少ない。経験豊富なベテランが少ないの

が悩みの種で、技術の伝承に苦労している。それを

補うために、60 歳以上の人達を再雇用しているのが

現状である。早く技能を40歳代に伝えることが必要で

ある。10 年後に中核となる年代への技術の伝承を今

からでも行なって行かねばならない。 

 

また、新規採用者の能力についても教育が必要で

ある。少子化の時代を迎え、採用をしても人材が集ま

らないし、集まっても優秀な人材が集まらない。私達

が考えている能力（高校卒程度）レベルから、かけ離

れている状況がある。リクルート関係者の話では、大

卒を雇っても、社内で高卒程度の教育を再度行なっ

て配属しているとのこと。インターネットでは、高卒、大

卒の入社試験問題で計算式（9－3÷1/3+1）の正解

率が 4 割であったとのこと。また、但し書きに（1/3 の/

記号は分数の記号）と書いてあったそうだ。 

 

私の会社でも、エンジンの整備時に、製造者マニ

ュアルには最初、規定トルクの 75％で締めることにな

っているが、幾らのトルクで締めたら良いのか理解出

来ない人がいるということを聞いたこともある。どうやら

26歳以下を中心とする“ゆとり教育世代”であるらしい。

従って、外部、内部の影響として人材の確保及び人

材の育成が今後大きな課題となって来ることが考えら

れる。現に私のいる九州地区においては、作業者の

確保が難しくなってきている。タクシー業界でも、運転

手が退職して、関東地区の企業に再雇用されている

例が多いという状況である。 

 

新しく発行される ISO 規格の改訂版の CD 発行を

機に、品質マネジメントシステムを運用する組織の目

的に係わる要求事項について、我が組織に見られる

問題点について考えてみた。しかし、振り返って考え

てみると、ISO でなくても企業としては、当然検討され

ているべき課題であり、今回はその様なところにスポ

ットライトを当てた規格と理解すれば、今後の審査で

も対処出来るのではないかと考えている。 
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「つぶやき」を楽しむ 

 
 

会員 一瀬 功 

ＩＱＡＩ研究会 大阪分科会 幹事 
 
 

はじめに 
 

大阪分科会は、隔月に例会を開催して時流に合っ

たテーマを選択し議論している。２０１１年６月から本 

題に入る前に、各自が「つぶやき」を文字にして呟く 

ことにしている。日頃の話題や各種の情報から自分

の考えたことを自分だけのものにせずに、人に聞いて

もらう、また文字にすることによって自分の考えをより 

明確にすることを主な狙いとしている。 

この１年間でも２５件の「つぶやき」が提出された。 

例として、そのうちの１０件を新しい順に列記する。 
 

「つぶやき」の題目と概要抜粋 
 
・「歴史から学ばない日本人」 

 ―地名に学ぶリスクマネジメント、広島土砂災害― 

・「岡山・倉敷で思うこと」 

 ―火災報知器の設置率、危機意識について― 

・「クロマグロ養殖に想う」 

 －完全養殖率が１０％に改善されている― 

・「健康のための３つの時計」 

 ―体内時計、腹時計、心の時計の効用― 

・「京都花街に学ぶおもてなしの仕組み」 

 ―舞妓さん育成と一見さんお断りの見識― 

・「コミュニケーションの基礎」 

 ―表情や態度の５ポイント、挨拶の４ポイント― 

・「わらべうた」 

 ―一番初めは、天満の子守唄、青い眼の人形― 

・「中国人とはこんな人間」 

 ―中国人が述べる中国人の性格― 

・「健康３話」 

 ―メラトニン、合気ウォーキング、蜂窩識炎― 

・「土留めの語っていること」 

 ―土留めから隣国のフェリー沈没事件まで― 

 

災害や事故など世間の話題になったもの、食や健

康に関するもの、文化や社会現象に関するものが中

心である。その中から気軽な題材のもの１件の全文を

掲載する。 
 

最近気になること 

―２０１４年１月の「つぶやき）から― 
 

つれづれなるままに､日暮らしパソコンにむかいて､ 

 

心にうつりし事を、そこはかとなく書きつくれば、あや

しうこそものぐるほしけれ 
 

・野球などのヒーローインタビューで、選手が既に述

べたことを、アナウンサーが重複して聞いている。例

えば、選手が次の試合への意気込みやポイントを既

に述べているのに、「最後に明日の戦いへの意気

込みを聞かせてください」と質問している。 

恐らく、最初に考えていた質問を何が何でも全部

質問することしか出来ない未熟なインタビュアーなの

だろう。選手の述べたことを聞いてなく、選手との会

話が成り立っていない。審査員も気を付けるべし。 
 

・議会や会見で質問には答えず、自説を繰り返ししゃ

べったり、原理原則のみをしゃべる議員のもどかしさ

よ。都合の悪いことには応えなかったり、焦点をぼか

すのも議員の技術のうちか。テレビなどの司会者や

アナウンサーもそれを許し、追及しない風潮あり。 
 

・近所を歩いていて目立つのだが、夏の昼間でもし

ぼむことなく咲き誇る 濃紺の朝顔に似た花。いよい

よ暑さが増してくる。日本古来の朝顔ではなく外来種

と思われる。花に何の責任もないが。 
 

            
 
・電車内で、座席に通学かばんやボストンバックを乱

雑に置いて、嘯いている高校生。それを見ていても

注意しない自分。注意したら高校生はしぶしぶ改め

ると思うが、万一凄まれたらと思うとふんぎれない。高

校生も注意されるのを待っている気配あり。注意する

のは車掌の業務範囲ではないのかと、いつも思う。 
 

・元旦に年賀状を見るのはいつも楽しい。美しい印

刷も結構だが、手書きの添え書が先に目に入る。中

には、妻、子供、孫の詳細がギッシリと印刷されてい

る賀状を戴くが、悪いがあまり読む気はしない。「皆

元気です」でいいのではないか。年賀状は読むより

は見るもののように思う。家族の詳細を書いた賀状は

親戚向け、ごく親しい人にはいいだろうが、普通の人

には必要ないだろう。          
            

終わりに 
 
 人がどんなことに興味をもち、また自分の知らない

情報を整理して伝えてくれる「つぶやき」を３年以上も

続けてきてよかったと思う。「つぶやき」をベースに何

か行動を起こそうというわけではないが、人生の憩い 

の場にはなっているのではないか。 
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3 ページのつづき 

 

いようこころがけました。受験のためのスケジュール調整

には気を使いました。海外出張から帰国後、家に帰らず

東京で受験ということになりそうだったのを何とか調整し、

よいコンディションで望むことができました。当日の午前

中は思考力が十分あったので、長文を読んで回答する

問題を先に取り組み、疲れが出てくる午後は短文の4択

問題を取り組むような配分をとりました。試験中水は定

期的にとり、ラスト 2 時間からはチョコレートを 30 分おき

に口にしました。 

 

Certificate をとってみて 
 

現在の仕事につき約 10 年が経過しました。マンネリ

化を防ぐため、種々の刺激は必要ですが、Certificate

取得の受験は大いに刺激になりました。既に ASQ 

Certificate を３種類取得しましたが、顧客担当者と品質

システムに関する討論をする上で、臆することは無くな

ったように感じます。顧客や供給業者と品質保証の会話

をする上でも、相手の出方次第で、和風、洋風どちらの

味付けでも対応できるようになればおもしろいと考えて

います。あと今後中国語がマスターできれば中華風も。 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 

 

【理事会】 

♦6月27日に、平成25 年度の事業報告書（活動報告・収

支決算）、及び平成26 年度の役員名簿の変更登記申

請が東京都庁及び法務局にそれぞれ提出され、受理さ

れました。 

 

【研究会活動】 
 

♦化学物質管理者セミナー 

5 月 31 日、東京目黒区の下目黒住区センターで東京分

科会の研究会で実施されている今年度前記の「化学物

質管理者養成セミナー」が開催されました。 
 

♦教養講座発刊に向けて 

2008 年 4 月から配信が始まった三浦名誉会長の教養講 

 

 

 

座を発刊することとなり、8月 10日、東京目黒区の勤労福

祉会館で第 1 回編集会議が開催されました。 
 

【ASQ資格試験合格者】 

♦2014 年 6 月 7 日の合格者は、次の方々でした。 

CQA: 中村 一則 氏,  Mr. Gary Ray Wrightsman 

CQE: 田村 功 氏 

CSSGB: 安岡 均 氏 

 (IQAI 事務局／佐藤央英) 

 

編集後記 
 
今号の「不適合の思い出」と「Why から始め

よ！」の対比は、ISO9001による認証制度以前から

の監査/検査と現在の審査における雰囲気の変化

又は進化を示しており、面白い。前者は単純明快

な基本事項。後者はより深くて幅広い知識と経験

が必要となり、筆者は目的を考慮しての行動を奨

めている。適合性と有効性の意味の違いを考える

切っ掛けにもなるような気がした。 

2000 年改訂以来、要求事項が包括的になり、

有効性が強調されてきたが、「ISO9001: 2015改訂

に向けて」では、改訂の”Why”を、4.1 の「組織の

目的に関連し、・・・内外部の課題を決定しなけれ

ばならない。」を引用し、組織の課題の一つとして

技術伝承を採りあげ、組織の目的(why)に係る要

求事項は、他から与えられたものでなく企業として

当然の必要事項であることを解りやすく伝えてい

る。 

「CQE 奮闘記」では動機は喪失した資格の再取

得だったが、「・・・立ち向かう勇気」という思った以

上の結果を得たようだとしており。「ASQ受験記」で

は、原理や原則を正確に理解することが大事で、

ガラパゴスでない監査員を目指し、「・・・臆すること

なく顧客と討論できるようになった」、また、相手の

出方次第で対応できるようになりたいとのこと。 

今号の基調は、どんなテーマでも、「Why から始

めよ！」のように感じられた。三浦名誉会長の言：

「然るべき人に記事を依頼すれば自ずとまとまる」

は、今回も実現したようだ。 (石原隆昌)  
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