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去る 4 月 28 日、東京の浜松町駅近くの「ホテルアジ

ュール竹芝」で、故三浦先生の『偲ぶ会』が開催され

た。ご逝去後、半年を経ての開催であったが、多くの

方々にご参集いただき、ご縁のあった人たちと一緒に

最後のお別れをすることが叶って、先生もお喜びにな

ったことだろうと安堵した。皆様方には、深くお礼申し上

げます。（左に当日の写真） 

さて、本会誕生の直接のきっかけであった ISO 9001

（品質マネジメントシステム）が、ISO 14001（環境マネジ

メントシステム）とともに、7月の FDISの発行後 2か月の

投票期間を経て承認され、9月に 2015年版として正式

に発行された。品質は 2008 年以降の第 5 版、環境は

2004 年以降の第 3 版である。これらの規格は、国際標

準化機構（ISO）でも大きな収益源となっているものであ

り、当会とも無縁ではないことから、7月から内部の会員

間のメーリングリストで改訂版の解説・討議を取り上げ

た。しかし、現在の我が国の産業界の傾向を反映して

か、会員間の関心は上がらない。我が国は、かねてより

周知のことでご存知の方も多いと思うが、先進諸国の中

で、規格の人気度の指標とも言える認証件数の過去 10

年の推移は、唯一低下傾向にある国である。この間、

各国は 6000～12000 件の漸増傾向（イタリアだけはそ

の 5・6 倍の増加）である一方、日本はその 2 倍の減少

で、とみに人気度の低下が著しい。 

ともあれ、認証を維持して行く組織の関係者の方々

には、本旨の理解を違えず、適切な移行を望みたい。 

一方、一般社会に目を向けると、ここ数ヶ月、我が国

の関心がとみに高かった話題が、オリンピックの新国立

競技場とエンブレムの撤回騒ぎ。各界の改正規格への

関心が低下傾向にあるのは上記の通りだが、一見、関

係なさそうに見えるこれらの話題も「責任と権限」や「シ

ステム」へのアプローチという点では、我が国の様々な

現下の傾向と無縁ではなさそうに思えるのだが・・・。 
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私の最初の「設計・開発」 

 

IQAI 会員／岩佐 允勝 

 
 

ISO 9001：2015年改定のＣＤ（コミティドラフト）の際、

「設計」が消えて「開発」だけになると云う危機が訪れ

ようとしてしたことは皆さんご存知のことと思う。    

これは、覆って云えば日本中が「設計・開発」（Design 

and development）を間違えて解釈していたからに他

ならない。「Development」を研究開発（無から有を生

む行為）と間違えていたからだ。「Development」を「開

発」としか訳せない日本語にも問題がありそうだ。もう

一つの意味は『現像』がこれだ。なぜ「設計」が前で

「開発」が後ろかを考えてみるが良い。研究開発であ

れば、「開発」が前の筈である。写真で云うならば、ネ

ガを実現する（見られる写真にする）現像が、後作業

であろう。つまり、設計したものを製品にする作業が

「Development」と云うことが判る。 

 

ところが、多くの企業が ISO 9001-7.3 項「設計・開

発」（Design and development）を除外している。特に、

「金型」を造っている企業は客先から図面を貰ってい

るので、除外している例が多い。これは根本的に間違

いである。では研究開発（無から有を生む行為）はど

うであろうか。これは「設計」である。そこで日本の ISO

委員会は「設計・開発」を「研究開発―設計―生産設

計」が皆入る 4語熟語と考えた。ISO 9001：2015年改

定のDISで復活したから良かったものの、「設計」が消

える運命にあったことは事実である。 

 

私は昭和 39 年（東京オリンピック・新幹線と話題の

年）に大学を出て、東洋電機製造㈱に入社したが、

自動制御部設計課に配属された。当時、国鉄 （ＪＲ）

が青函連絡船八パイ（８隻と呼ばない）を造っていた。

（八甲田丸、十和田丸、摩周丸、羊蹄丸、十勝丸、大

雪丸、津軽丸、松前丸の八パイだと思う。何れも８千ト

ンの船。）この青函連絡船は接岸が命である。青森港

と函館港の岸壁をいかにソフトに接岸できるかに掛か

っている。このため、接岸用係船ウインチを３台積ん

でいる。この係船ウィンチを東洋電機製造㈱で受注し

た。その説明会に教育の意味で出席させられた折、

営業より「新しく半導体を使い、利益が少なく、安く作

らねばならない。」と云う顧客（ＪＲ）や営業サイドの要

求が言渡されたところで、私が発言した。当時（昭和３

０年代）の電機業界は真空管が主力であったが、 産 

 

 

業界は出始めた「トランジスタ」を使っていたが、値段

が高かった。専門用語になるが、油圧バルブをコント

ロール（自動制御）するには「発振器」が必要となる。

これを「トランジスタ」で実現せねばならない。「発振

器」には複数個の「トランジスタ」を使わねばならない。

そこで思い出したのが、当時ソニーのカタログでみた、

「ＭＯＳ－ＦＥＴ」だった。これを使えば値段は抑えら

れると思ったからだ。そう発言すると、会場の中から

「産業用に使うにはこれは、向かない。」との意見が出

た。実際には私の提案通りになったのであるが、自分

の課に帰ってみると、なんとこれの担当が、自分にな

っているではないか。随分と乱暴な話である。大学を

出てきたばかりの若造を担当にするとは、今でもやら

ないと思う。推薦したのが上司であるＫ係長（後に、取

締役、工学博士となり存命）。先輩から断るべきとの意

見はあったが、そのまま引き受けた。自分でラジオ・テ

レビ（真空管でスーパーヘテロダインやトランジスタテ

レビ等）を作っていたりしていたから簡単だと思った。 

    

    

 

ところが、得意の半田コテでバラック（回路を組みテ

スト用サンプル）を組み、試験したみたところ、動く事

は動くが、仕様が－２０度から＋２０度まである。ここま

で補償しないといけなかった。ラジオやテレビは家で

聞えたり映ったりすれば良い。「ＭＯＳ－ＦＥＴ」が原因

と判っても「ソニー」に聞いても要領を得ない。逆に今

売出し中だから、余りそのことは広めないで欲しいと

釘を刺される始末だ。恒温槽の前で徹夜したこともあ

る。これが ISO 9001-7.3.5 の検証（Verification）であ

ることを知ったのは後のことである。この間、何回かの

審査会（全員集まる検討会）があった。（これが ISO 

9001-7.3.4 の Review である。）仕様を確認する作業

（勿論 7.3.1 ；Planningや 7.3.2； Inputs も）を、ＤＲ１

ともＳＲ（Spec Review）とも云う。私は 7.3.1や 7.3.2を

完全に無視していた。また、これ等を片付けた時、次

には実際に商品（コマーシャルサンプルと云う）を作っ

て、実用試験に入った。これが 7.3.6（Validation）であ

る。問題を投げかけた”妥当性確認”と云うのは品質

管理を知らない学生にValidationを訳させた結果だと 

   （８ページへつづく） 
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CMQ/OE 受験記 

 

水村 徹 

CQA/CPGP/CQE/CSSBB/CMQOE 

 

１．はじめに 
 
2014 年 10 月に、アメリカ品質学会（ASQ）の

CMQ/OE の試験に合格することができましたので、

以下に感想を記載致します。 

 

２．受験のきっかけ 
 
ASQ の資格試験を知ったときから、Quality 

Manager の資格である CMQ/OE については興味を

持っていました。いずれは、Quality Manager として、

仕事をしたいと思っておりCMQ/OEの資格は最終目

標であるとさえ思っていました。私は、CQA→CPGP

→CQE→CSSBB の順番に ASQ の資格を取得しまし

たが、CMQ/OE の受験を申し込む約 1 年前に

Handbook と Solution textを購入し、そこから、少しず

つではありますが、Handbook の読み込みと Solution 

text の問題の回答を開始致しました。CQE 合格の後

は CMQ/OE を受験する心積りでしたが、故・三浦昭

夫名誉会長より、試験時間が短くハードルが高い

CMQ/OE より前に、CQE と関連の強い CSSBB を勧

められたことから、まず CSSBB を受験した次第です。

後から思えば、この選択は正しく、両資格に求められ

る知識をより高める結果になったと思っています。 

 

３．受験準備から合格まで 
 

(1) 膨大な量の CMQ/OE ハンドブックの読み込みと

Solution Textでの練習 

  CMQ/OE のハンドブックは、Reference を除いた本

文のみで 500 ページ超もあることから、計画的に内容

を読んでいくことにしました。まず、既に合格している

CQA/CSSBB/CQEの Body of Knowledge と重なる部

分は後回しにし、 CMQ/OE 独自の主題範囲

（ Strategic Plan Development and Deployment/ 

Customer-Focused Organizations/Supply Chain 

Management/Training and Development）を優先的に

勉強しました。 

  次に、ある程度、バンドブックの内容が頭に入った

状態で、Solution Textの問題を解いていきました。 

以前に受験した ASQ 試験と同様、不正解であった問

題の他、 回答に至るまでのプロセスが間違っていた 

 

問題もチェックし、ノートに記載し、ハンドブックに立ち

戻って、コメントを追記していきました。ハンドブックに

詳しい記載がない場合は、ASQ の Web サイトで調べ

て、ノートに追記しました。 

(2) エッセイ対策 

  CMQ/OE の試験では、他の ASQ の資格試験と異

なり、4 択試験の他、エッセイを作成する必要がありま

す。エッセイは 45 分間で 2 本作成する必要があり、

時間的にも厳しいことから、事前に準備しておくことに

しました。まず、エッセイの出題分野毎に、Body of 

Knowledge に記載されている項目をノートに書き出し、

ハンドブックで該当箇所を調べ、ポイントを記載して

いきました。このプロセスで、自身の理解度を知ること

ができ、頭の中を整理することができました。但し、エ

ッセイの試験中は、これらノートを含めた持ち込み資

料を参照できないので、注意が必要です。 

  また、エッセイについては、①時間配分（約 20 分/

問で作成する：最初の 5 分で論理構成を考えて、回

答を記載し始めて、最後の 5 分で修正する）、②簡潔

にポイントを記載する、ことを心掛けました。尚、実際

にエッセイを書く練習はしませんでしたが、試験本番

では、自分で予想していた以上に修正・追記する箇

所がありましたので、これから受験する方は、エッセイ

を書く練習を少しはしておくことをお勧めします。 

(3) 最後の仕上げ 

  作成した 2 つのノートについて、試験までの最後

の 1 箇月で復習・読み込みを実施していきました。本

当は、全てのパートを 2 回復習したかったのですが、

時間の制約から、CMQ/OE の独自バートについては、

2 回、その他の ASQ の資格試験との重複パートは 1

回、という結果で、試験本番を迎えました。 

(4) 試験当日と合格通知まで 

  試験当日は、エッセイ 2本をほぼ時間どおり終え、

その後の 4択問題も時間ぎりぎりまでかかりましたが、

全て回答することができました。CMQ/OEの 4択問題

は、150 問を 3 時間 15 分（エッセイを含めて 4 時間）

で回答する必要があることから、以前から判っていた

ことですが、時間が厳しく、ほとんど資料を参照する

時間はありませんでした。結果、無事、10月 21日（試

験から 17 日後）に「CONGRATULATIONS！」と記載

されたメールを ASQから頂戴致しました。 
 

４．最後に 
 

最後になりましたが、今回この原稿を書く機会を与

えていただいた IQAI 西原美津子理事長に感謝致し

ます。また、故・三浦昭夫名誉会長にも多大なご支援

とご助言を賜りました。この場を借りて厚く御礼申し上

げたいと思います。 
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CQA受験記 

 
 

ＣＱＡ／藤島 正章 
 
 

受験の動機 
 

私は半導体を製造する会社の品質保証部に所属

しています。仕事柄、社内及び製造委託先会社の監

査を行う立場にあります。 

また、私の職場の上司が、かなり以前に CQA を取

得していました。その人は非常に優秀な上司で、現

在も私の業務の手本となる人であり、すごい資格なん

だろうなあ、いつかは取得してみたいものだと漠然と

思っていました。そのような中、私と同じ部署の後輩

が CQA に合格し、驚いたのと、私にも可能性はある

のかなと思い、受験してみようと思いました。 
 

受験の準備１ 英語力の強化 
 

CQAの試験内容を調べると、試験時間が 5時間で、

問題は全て英語であると知り、私にはまだ受験するの

は早いと感じました。その理由は、当時私の英語力に

自信がなかったためです。業務で時折英語を使用し

ていましたが、常に自信がなく、英文を読むことに対

してとても抵抗がありました。 

そこで、もう一度英語をきちんと勉強し、英語に自

信を持てる様になってから、CQA を受験しようと考え

ました。英語力の指標として TOEIC の勉強を通じて

英語力を上げることにしました。当時の私の TOEICス

コアは 600 点前後でしたが、地道に勉強を重ね、900

点を安定して取得できるようになった段階で、英文を

読む事への抵抗感が無くなり、読解速度も上りました。

この段階で、ようやく CQAの受験勉強を始めました。 
    

受験の準備２ CQA取得のための勉強 
 

2014 年の 8 月に、ASQ オンラインコースの

“Certified Quality Auditor Certification Preparation”

を受講し勉強を始めました。800 ページ弱のテキスト

に圧倒されましたが、私にとっては監査についての系

統的な内容を初めて学ぶ機会となり、実際の経験と

合わせて、広い知識を得る事ができました。但し、実

際の監査時の判断は、監査員の置かれている状況

や裁量によって変わる場合があり、私の考えと異なる

と感じる内容もありました。しかし、その部分は受験勉

強と捉え ASQ の判断と割り切って覚えました。この受

講は、途中勉強がはかどらない時期もあり、 8 ヶ月後 

 

の 2015年の 4月にようやく全て終了しました。 

受験の 1 ヶ月前になり、”ASQ's Foundations in 

Quality Learning Series Program”の問題を解きまし

た。この問題にはオンラインコースの問題にない多く

の問題が用意されており、非常に良い練習となりまし

た。また、回答時間の目安が 1 問あたり 1 分 30 秒と

示されており、その時間内に各問題を解くようにしまし

た。さらに、試験 2 週間前には毎日 50 問を解きまし

た。 
 

試験当日 
 

試験時間と問題数を考慮し、1問あたりの所要時間

を 1分 30秒、1時間で 40問、3時間で 120問を解こ

うと思いました。最後にケーススタディが 5 問とし、各

ケーススタディに 20 分、それと見直し時間を入れて 2

時間で、計 5時間を使うつもりで臨みました。 

実際の試験問題は、監査の現場での判断と同様

に悩むものが多かったのですが、悩む問題にはチェ

ックを付けてあとで確認する事にし、予定のペースで

進めました。始めの 3時間で予定通り 120問を終わら

せました。次にケーススタディに進みました。別紙書

類を読むのに時間がかかるので、基本的に設問とそ

れに関連する箇所の拾い読みで対処しました。ところ

が最初の問題が非常に難しく、拾い読みでは内容を

理解できませんでした。しかし、時間がないのでとりあ

えず回答し、次の問題からは別紙を全部読む事にし

ました。その結果、残りのケーススタディは悩むものも

ありましたが、全部読んだお蔭で何とか回答できまし

た。15 分程度残したので、再度ケーススタディの 1 問

目に戻り、全文を読み直し、解き直しました。結局、見

直しまではできませんでしたが、全て解ききりました。

試験終了後、英語の速読力を上げていて良かったと

つくづく思いました。 

試験のできに関しては、全体として悩む問題が多く、

できたという確信はありませんでした。 
 

感 想 
 

正直に言って、自信がなかったので、合格できて

驚きました。結果として、監査について系統的な内容

を勉強できたことは非常に有益でした。今後の監査

業務の参考にできる内容も多くあったので、今回得た

知識を自分の仕事に生かして行きたいと思います。 

また、年齢 50 歳での受験で、勉強開始当初は無

理だろうと内心思っていましたが、まだまだこの歳でも

知識の向上はできるのだなと、自信を持てました。労

働人口の高齢化が進む中、この記事が、そういった

方達の刺激の一つにでもなればと思います。 
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CSSBBと CSQEを取得して 

 
 

IQAI 理事 佐藤 美由紀  
CQA/CQE/CSSBB/CSQE 

 
 

  
 前号でも少し触れましたが、昨秋 10 月に Certified 

Six Sigma Black Belt（CSSBB）を取得し、12 月には

Certified Software Quality Engineer（CSQE）にも合格

できましたので、その後日談を紹介したいと思いま

す。 
 

～両資格の特徴～ 
 

 実はどちらも私にとって日常業務ではあまり馴染み

のない分野です。それでも CSSBB は二度目、CSQE

は一度目の挑戦で合格ができたのは、5 年前に取得

した Certified Quality Engineer（CQE）の知識と経験

が生きているためではないかと思います。 
      

      
 

 CSSBB は問題数だけでなく統計分野からの出題内

容を見ても、CQE に比べて若干楽な試験という印象

を受けます。それでも最初の挑戦でうまくいかなかっ

たのは、シックスシグマ独特の役割分担や用語に慣

れていなかったことと、プロジェクトマネジメントに関す

る知識が薄かったことが原因ではないかと思われまし

た。そこで一年後に再受験する際は、これらの弱点を

意識しながら臨みました。 

 

 この経験が 2ヶ月後のCSQEにも生きました。CSQE

はソフトウェアを扱うと言っても、一般的な QA に関す

る知識の他、CQE に比べて大幅に易しい統計の知

識と、ソフトウェア開発に必須であるプロジェクトマネ

ジメントの知識が問われる試験です。Audit 関連の出

題で、舞台となるのが例外なくソフトウェア開発現場

であったため、経験の浅い私は場面の想定に努力を

要しましたが、それ以外はあまり困難を感じずに試験

を終えることができました。 

 

～受かったものの・・・～ 

 

  問題は合格の後です。私の勤務先では、ソフトウェ

アの品質保証を担当するにあたり、CSQE を保持して

いることが絶対条件となっています。私が資格を取る

までは、日本在住の社員の中には一人もおらず、イン

ドネシア在住のアメリカ人が一人で全アジアを担当し

ている状況でした。上司たちも日本に一人担当を置く

ことを強く切望しており、それを知っての受験ではあり

ましたが、合格の報告をしたとたんに後任引継の話が

進み、右も左もわからないまま「日本でソフトウェアに

合格の判定出せるのはこの人だけだから」とサプライ

ヤーに紹介され、社内外からソフトウェアの品質に関

する問い合わせが来るようになり、冷や汗をかきなが

ら答を用意する毎日です。 

 もちろん社内にトレーニング制度はありますが、実

際の現場で起こるあらゆることに対応するには不十分

で、自分でどうにか切り拓いていくよりなさそうです。 

 

この体験から、「知識と経験どちらも申し分ないレベ

ルに達してもいないうちから運よく資格を手にした者

は、そのツケとして資格取得者として恥ずかしくないレ

ベルに達するまで研鑽を積み続けなければならない

ものなのだ」と思うようになりました。 

知識や経験が完璧ではなくても資格は取れます。

更に言えば、資格を取ったとたんに何かが急にできる

ようになるわけではありません。資格取得は単なる節

目であり、それを生かすも殺すも自分次第です。これ

までは取得することだけで精一杯でしたが、最近にな

って、ようやくその先のことがわかってきた気がしま

す。 
 

～立派な着ぐるみ～ 
 

  変な例えかもしれませんが、私にとって資格は着ぐ

るみのようなもの。本当はいつも汗をかきながら、「外

から見たイメージのとおりの人間が入っているとは限り

ませんよ！」と心の中で叫んでいます。 

しかし、人々がこの着ぐるみのイメージのままに私

を扱ってくれる以上、私も着ぐるみのイメージに相応

しい行動が取れるようにならなくてはならないのだと、

質問や相談を受けるたびにヒシヒシと感じています。 

 

 日本ではまだ数少ない ASQ 資格所持者として、こ

の資格の価値を落とさないよう、これからもしっかり学

び、そして得たものを社会に還元して参らねばと思っ

ています。そして早くツケを完済して楽になりたい。こ

の着ぐるみは私そのものだと大きな声で言えるように

なりたい。これらが今後の大きな課題です。 
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CQA受験記 

 

CQA/CQT／大泉 和人 

 

１．初めに 

 

今回、三度目の挑戦で CQA の試験に合格しまし

た。これから受けられる方、一度あきらめたけど再挑

戦される方の一助になればと思い、体験談をまとめま

した。 

２．資格挑戦のきっかけ 
 

私は現在、紫外線を応用した水処理装置を扱う会

社の QA 部門に所属していますが、組織的には製造

部門を持たないファブレス会社です。 

このため全ての工程は社外ですので、委託先の監

査が非常に重要ですが、やはり常に目を光らせてと

いうことは不可能で、どうしてもブラックボックスな部分

が多く出来てしまいます。時には、部品やプロセスの

問題が発端となり、慢性的な問題を何年も抱えたまま

改善にたどり着かないこともあります。 

このため、問題の本質にある見えない部分を「見え

る化」する一つのツールとして監査の知識を得たいと

思ったことが資格に挑戦したきっかけでした。 

 さらに、監査を体系的に学習することで、自社の

QMS の構築に役立てることと、認証審査時に審査員

と同じ目線で受審することで、審査員の判断に疑問を

持った場合に対極的な議論を行うことができるかも知

れないと言う考えも少なからずありました。 
 

３．試験準備段階 
 

最初は何をしてよいのか分かりませんでしたので、

まず国際品質保証協会の「Special Auditor Brush-up 

Course」に一日だけ参加しました。テキストは監査の

ポイントと統計数学をまとめた二冊で、それらは三浦

先生がご存命だった頃に西原先生とご一緒に、膨大

な CQA の出題範囲から要点を絞り傾向と対策をまと

められたもので、監査の考え方から実践まで分かりや

すく解説されています。このため、膨大なASQの出版

物を見るよりはずっと重宝しました。そのテキストと一

緒に、Quality Council of Indianaから発行されている

問題集「CQA Primer Solution Text」を用いて学習を

進めました。 
 CQAの試験は 150問ですが、5つのカテゴリーから
何に関して何問出されるかが、Body of knowledge
（BOK)として公開されています。しかも設問は理解度 
 
 

で設定されます。ASQ の試験は、全般的にオープン

ブック方式で、問題集以外の持ち込みが可能なため

か暗記レベルの設問は少なく、応用問題が多くて回

答の選択肢も似通っていて、正直なところ英語の苦

手な自分にとっては毎度そのニュアンスの違いに苦

しめられました。 
 

４．長い道のりを経て 

 

初回の試験は、結局BOKを良く理解せず、日本の

試験感覚で問題集だけを数回繰り返して試験に臨み

ましたが、結局「not achieve the required passing 

score of 550」のレターにより散々な結果であることを

知らされました。これであきらめては今までやったこと

が無駄になると思い、2 回目の受験を決意したのはそ

んなに日が経たないうちでした。 
 

    

 

初回の経験を踏まえ、2 回目はこれまで自分が持

っていた知識を一旦ニュートラルにして、再度挑戦を

しましたが、やはりあと一歩のところで合格点には及

びませんでした。 

しかし、前回よりもスコア、各章の正解数が伸びて

いたので、今回は平均点から離れているⅢ章、Ⅳ章

を中心に学習し、問題集として ASQのサイトで学べる

Question bankを追加しました。 

そして臨んだ３回目の試験。参考書は持ち込みま

したが、ほとんど使うことはありませんでした。多分、

A4 用紙にまとめた英単語集を一番多用したと思いま

す。また、この回は電卓を使うこともなく、ほとんどが文

章問題でしたが、4つの選択肢はいつもの通り似通っ

ているため、設問よりも回答を読み返すことが多かっ

たです。3 回目ともなると少しは知恵がつくもので、以

前ならこれを選ぶだろうと思う回答でも、今回はこっち

かな、と半ば賭け的な回答があったのも事実ですが、

それも多少ながら功を奏した感はあります。 

試験は 10時開始ですが、これも経験上午前中の 2

時間で 100 問近くまで進めることに心がけ、午後は別

冊のケーススタディ に大幅な時間を割く計画としま  し 

（７ページへつづく） 
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た。これくらいのペースで進めないと迫る時間に焦り、

回答ミスをしてしまうことも 2 回の試験で経験済みでし

た。このペースにより最終的には 30分を残すことがで

きて、再度設問を確認する余裕も生まれました。 

こうして試験が終わり、一週間後に合格のレターを

受け取ったときには、 やっと違う資格に挑戦できると 

いう安堵感を得ることができました。 
 

過去 2 回。一緒に受けた方が次々と合格するなか、

自分ひとりの実力のなさを痛感していましたが、やは

りあきらめずに受け続けた結果の合格だったと思いま

す。今回一緒に受けた外国人の方が、「この試験はコ

モンセンスがないと難しい」とボソッとおっしゃったこと

に妙に納得したことを覚えています。これまでに自分

が経験したことや概念を考え直すことも必要なのかな、

と改めて思った次第です。 
 

５．最後に 
 
今回合格したことは、単に外装が整っただけで、今

後は内装を磨き上げないと真の CQA とは言えないと

思っていますので、積極的にブラッシュアップできる

活動を継続したいと考えています。また、次の資格と

して時間はかかるかも知れませんが CQEへの挑戦も

進めていきたいと思っています。 

最後に、日本で米国の資格を受けられる環境を作っ

てくださった国際品質保証協会の創設者である故三

浦先生、今回体験談寄稿の場を与えてくださった現

会長の西原様、そして ASQの資格を紹介してくださり

合格までサポートしてくださった佐藤理事、また試験

を監督していただいたプロクターの皆様に謝意を申し

上げたいと思います。(完)  
 

♥ ♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥ ♥ 

 

 

 

 

 

 
 

♥ ♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥   ♥ ♥ ♥ ♥ 
 

団塊世代で、毎日何もすることがない（…する気がな

い)。 なれの果てみたいで、身につまされる場面だ。

幸い、私はまだ酒にはおぼれてはいないし、すること

はいろいろある。NPOへの参加もやれるうちに、という

訳で、理事会の一員に相成りました。皆さん、よろしく

お付き合いのほど・・・。 

 

～「えっ、なぜ私が？」～ 
 

IQAI 理事／今泉 邦正 

 

  私は、大学は文系出身である。どういうわけでＱＡ

の世界と関わりをもつようになったのか？サラリーマン

生活およそ３０年、ガス会社の事務系職場のどちらか

といえば営業系のそれを転々とし、今から１０年前に

定年退職。その後、某 ISO 審査機関の営業担当とし

て７年ほど従事。審査機関に入った当初から、IQAI

福岡分科会の研究会に加わった。当時は、QMS の

2000 年改訂の運用が始まろうとしている時期で、研

究会のテーマもそれに沿った内容だったように記憶し

ている。”門前の小僧、習わぬお経を読む”のデンよ

ろしく、はじめてで訳が分からぬのに分かったような顔

をするのは営業マンで培われたということか。例えば、

QAとQCの違いが分かるまでに相当時間がかかった

ことは言うまでもない。今でもその違いをキチンと説明

せよと言われると、覚束ない。 
 

そうは言うものの、今では某審査機関の審査員

(QMS)として活動している。同僚の審査員に訊くと、い

わゆる理系分野の製造部門や現場出身の方が多い

ことが分かった。ISO9001: 2000 年改訂で現場はぐち

ゃぐちゃになったという審査員の方もいた。ＱＡよりマ

ネジメントに重心が移って、ISO 登録企業件数のサー

ビス業増加に伴い、審査内容など何でもありに・・・。 
 

今度は、そんな私が、IQAI の理事会に入ることに

なったのはなぜか？ 無論、自ら進んで入ったわけで

はない。理事長の甘いささやきがあったからだ。「僕

は福岡ですよ、東京なんて行けませんよ…英語もで

きないし」、「理事ったって、ただの用務員ですし、普

通のボランティアですよ、大丈夫やれますよ…」、

「Web やメーリングリストの管理をやってもらえないか

と・・・」、「はぁ、コールセンターが沖縄にあっても顧客

対応をやれるようなことですか。遠隔地にいてもという

わけですねぇ。（僕でもやれそう…）」、こんな会話で

米原万理さん並みの強引さで理事長に押し切られた。

(と本人は思っている…。) 
 

今、振り返って、なぜ引き受けたのか？考えてみる

と、そのころ読んだ本の内容がまずかったかと思う。

高任和男さんの小説だ。その本の中に何らかの理由

で定年まじかで退職。朝からファミレスで焼酎を飲ん

でいる元サラリーマンが出てくる。 それが、いわゆる 

(← つづき) 
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2 ページのつづき 

 

云われている。電源変動が±30％で（当然、船内は発

電機が当たり前）水中試験（窓が割れて、水を被っても

動くように）を行った。これ等を解決した後で、7.3.3 

（Outputs: 図面等）をようやく出せた。この間、何度、

7.3.7: Changes（設計・開発の変更管理）を行ったか判ら

ない。 

 

その後のことであるが、現地調整に行かされた。上野

発・青森行きである。青森に着くと、皆駆け出して青函

連絡船に乗る。なぜかと云うと、3 等室が船底にあるが、

枕が置いてあり、そこで寝転びたいからだと判った。（流

石に日本人だと思った。）青森港は「別れの港」である。

演歌の「津軽海峡・冬景色」の歌詞は青函連絡船に乗

らないと判らない。あの通りだと思う。船は飛行機と違い、

いつまでも見えるから尚更辛い。逆に函館は「迎の港」

である。北島三郎の唄「函館の女（ヒト）」にある通りだと

思う。私は小雪舞い散る頃（昭和 41年頃）、青函連絡船

で現地調整であったが、8000 ｔ もある船で、酔うことを

経験した。配電盤がエンジンルームの傍にあったことと、

じっとボリュームを見つめて調整していることが原因して

いたことが、今までどんな船でも酔わなかった自分が酔

った理由だと思う。 

 

 最初の設計・開発（ISO 9001-7.3）はこうして失敗に終

わったが、その後「増幅―１」として各方面に使われ出し

た。青春の思い出である。1988 年に青函連絡船が廃船

になる時、この「増幅―1」を青春の 1 ページとして 1 台

貰い受けようとして営業に交渉したが JNR から丁寧に断

られた。（完） 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 

 

【理事会・年次総会】 

♦４月29日に、目黒区勤労福祉会館にて理事会、並び

に、ホテルアジュール竹芝にて2014年度の年次総会

が開催されました。前年2014年度の会計報告に次い

で、新年度の理事会組織、事業計画・活動計画等に

ついて報告されました。 
 

 

 

【三浦先生を偲ぶ会】 

  ♦4月 29日にホテルアジュール竹芝にて、年次総会に続

いて、「三浦先生を偲ぶ会」が開催され、現会員のほか、

三浦先生とご縁のあった多くの方々が参加されました。 
 

【研究会活動の報告】 

 ♦当会の東京研究会の有志で編集した遺稿集「三浦昭夫

の教養講座」が 4 月 28 日に発刊されました。 
 
【ASQ資格試験の合格者】 

♦2015 年 3 月 7 日及び 6 月 6 日 の ASQ 資格試験に、

次の方々が合格されました。おめでとうございます！ 

CBA:    Gavin B. Beath, Masami Fukushima 

CQA:    Masaaki Fujishima, Brian David Landberg, 

         Kazuto Oizumi 

CSSGB:   Takayuki Murakoshi 
 

 (IQAI 事務局／安岡 均) 

 

 
編集後記 

 

今回はＡＳＱ資格試験に挑戦した方々4人の合

格談であるが、新規に受験した方々は、皆「時間

配分」のことを書かれている。また、ベテランの佐

藤さんは合格の後で、ＡＳＱの資格は「着ぐるみ」

だと看破しておられる。その通りだと思う。あらゆる

国家資格も同じこと、資格を貰った後が大切だ。 

また、福岡在住の今泉さんからは新理事に就

任された自己紹介を寄せて戴き、私も ISOの 2015

年改定に際して、青春の思い出である「設計・開

発」を書かせてもらった。 

ところで、今国会で「安保法案」が可決した。果

たして「時間配分」は、どうであったろうか。充分な

審議を尽くせず、決まってしまった。また、ルール

（ISO もその１つ）を大切にする我々なのに、ルー

ルを無視してよいのか？国会議員達は当選して

からが大変なのに、「着ぐるみ国会議員」ばかりい

られては、国民は困るのだが・・・。 （岩佐 允勝） 
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