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一瀬 功 

IQAI監事／大阪分科会幹事   
 

コミュニケーションについて考えてみる。取り上げた

理由は、コミュニケーションが人間の営みの基本であ

り、人類発展の源と思うからである。国際規格 ISO の

中でも重要な要旨の一つとなっており、英語

の”communication” がそのまま外来語となってカタカ

ナ日本語として定着している。まずは、10 年以上前に

小生が書いた随想を引っ張り出してみた。 

人と人とのコミュニケーションの基本手段は、“話

す、聞く、書く、見る”である。“書く－見る”の情報媒体

は文字、画（像）であり、“話す－聞く”のそれは言葉、

音（声）ということになる。どちらの手段も古来より人と

人を繫ぐ重要な役目を果たし、現代のマスメディアま

で発達してきた。もっとも、マスメディア時代を迎え、両

者の区別はなくなってきている情報社会では、あふれ

る情報の中から自分の必要な情報を受信するシステ

ム、感性が要求される。「ニュートンのリンゴ」も「コロン

ブスの卵」も単なる偶然でなく、受信アンテナがしっか

りしていたからであろう。受信側の“見る”と“聞く”とを

比べてみると、どうも“聞く”の評価が低い。「見ると聞く

とは大違い」とか、「百聞は一見にしかず」とか、“聞く”

は“見る”の１/100の評価である。そうだろうか。我々の

社会には、あるべき姿としての「建前」と、とはいっても

一方で「やれない、自分はこうしたい」の本音がある。

建前と本音は両方必要としても、本音は文字になり難

く、言葉で聞くしかない。言葉の色彩や表情を聞き分

けることによって、文字からは得られない情報が得ら

れる。また、最新の情報は「口コミ」であり、真に大切な

情報は「耳元でのささやき」であるし、香りも酒も“聞く”

ものである。“聞く”ことを大切にして、「話上手は聞き

上手」になりたいものである。  

これは 10 年前の小生の随想であるが、今も変わら

ない。この続きは、また別の機会に考えてみたい。 
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リスクとマネジメントについて 

 

IQAI 理事長／西原 美津子 

 

世界で広く使用されている ISO9001/14001 の国際

規格が昨年 9月に改訂され、両規格とも管理システム

の柱がリスク対応の考えをベースに組織を運営して

行くという方向への転換を示している。両規格には長

年にわたって「予防処置」という活動が規定されてい

たことから、今回の改訂によりマネジメントに新しい考

えが導入されたということではないが、近年の世界に

おけるマネジメントの時代性を反映してのことと言える

だろう。規格では、組織の運営には、プラスとマイナス

両面での不確実性（リスク）を把握してこれに対応して

いかねばならないと規定している。環境マネジメントシ

ステムでは、システムを構築するうえで、プラスとマイ

ナス両面のリスクを検討するという考えは浸透してい

るが、品質システムでは、不適合や苦情に端を発して

システム上の対策を講じる活動の馴染んできたため、

プラス面のリスクについては計画的な対応策を用意し

ておくという活動は馴染みが薄い。したがって、その

活動を実施するために、この機に、品質システムに何

か新しい取組みを導入せねばならないことがあるとす

れば、今回の“転換”により、どのような発想が求めら

れることになるのか、あるいは、どのような意義が生ま

れることになるのか、少し考えてみたい。 

 

わが国では、東北大震災以来、リスクマネジメント

の考えは、組織における日常的な管理にもかなり浸

透してきているように見える。組織の運営において不

確実性と言えるものがなく、あらゆることが明確に計算

できて先行きが分かっていれば、そもそもマネジメント

を必要とする事情は存在しないことになると言ってもよ

い。その意味では、リスク vs.マネジメントは不可分な

関係にある。組織の運営に不確実な要素があり、そ

の程度・大きさを測るのが難しいとなれば、マイナス

（損失）が大きくならないために組織において想定リス

クが実際に発生した場合は、その現実にどのようにし

て耐えるのか、あるいは、実際にその現実をどのよう

に回避できるのか等に応じて、組織で実践してきたマ

ネジメントに相応の価値が生まれることになる。リスク

を受容してそれに耐えようとする場合、組織は高いリ

スクであればあるほど、投資に対するリターンも大きく

なるはずだから、医薬品などの業種では、リスクの受

容には一層警戒する傾向が高くなる。リスクの発生事

象で訴訟が提起されれば、  社会的な評判を下げる 

 

ことになり、最悪の事態では死亡事故にも発展しかね

ないことが容易に想定されることから、警戒は当然で

あろう。 

 

数か月前の ASQの Quality Progress に “50 Top 

Back to Basics 2001-2015”と題して過去 10年間に発

表された記事の中から 50 点がバックナンバーとして

紹介されていた。その中に、2014年 2月の記事から、

“リスクの計算”（Calculated Risk）という記事が掲載さ

れて、４分類で示したリスクレベルの図が添えてあっ

た。業界規格などでもよく見かける図なので、ご存じ

の方も多いことと思うが、易しい明快な図なので、リス

ク vs. マネジメントという視点から解説を添えて紹介

することとする。 
 

 
 

１. リスクの受容－左下の分類 

 損失が少なく発生の確率も低い場合の最善策は、

大体、リスクは受容することになる。例えば、ソフトウェ

アをオンラインでの搬送に代えて市場シェアの拡大を

図ろうとする組織が暗号を使って「侵害」という固有リ

スクを受容することを選択するようなケースである。 

 

２. リスクの回避又は転化－右上の分類 

 リスクは完全に回避が可能なものであるから、危険

な副作用によるクレーム訴訟を提起されるのを回避

するために、ワクチンの開発はしないことを選択する。

あるいは、第三者の保険会社やサプライヤーへリスク

を転化するようなケースである。この例では、保険を

買い付けたり、外部のサプライヤーにリスクを転化で

きるような契約を結ぶことになる。 

 

３. リスクの緩和－右下の分類 

 損失が大きく発生の確率が低い状況に直面するよ

うな組織は、予防的な処置を講じて特定リスクの確率

と大きさ（厳しさ）を緩和することができる。予防策は、

最適設計の製品・設備・プロセス、従業者の訓練、適 
（次ページへつづく） 
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合性が確保できるようなマネジメント、予防保全、事業

の多様化、予備システムの備えなどの例である。また、

リスク事象から発生する金融や物理的な損害、あるい

は、社会的評価を落とす可能性を最小限に食い止め

るために偶発性対応の計画を策定することもできる。 

 

４. リスクの緩和－左上の区分 

 損失が小さく発生の確率が高い状況に直面する組 

織では、上の No.3で説明したものと同じような予防的

な処置を講じてリスクを緩和することができる。 

 

 抽出したリスクへの対応をどうするかを決めるには、

リスクレベルに応じてリスク対応のコストを考えることに

なる。コストはどれほどになるのか、組織は双者のバラ

ンスを考えねばならない。リスクの緩和目的で投じる

資源は、何も策を講じないで受ける影響よりは低く抑

えねばならないから、リスクレベルは、通常、次のよう

なコスト算定式で表される。 

 

リスクレベル＝発生の確率 ｘ 損失の大きさ 

 

この式を使って、仮に\10,000,000 の価値を有する

5年使用の装置が、今後 12ヶ月以内に破損する可能

性が 10％と仮定すると、リスクレベルは、\1,000,000

（\10,000,000 x 0.1）となって、リスク対応のコストは、

\1,000,000程度と数値化することができる。 

 

コスト評価の数値化は、実際にはこのような計算で

は測れない面がある点は留意せねばならないが、背

景や現在の様々な事情を考慮した組織の情況につ

いての理解は極めて重要となる。実際、製造物責任

の保険は期待値より高いコストになることが多いが、

潜在的な損失が非常に高いという理由で保険は正当

化されることになる。リスクとマネジメントを不可分の関

係で端的に捉えると、リスクや不確実性について理解

がある組織（又は管理者）ほど、マネジメントが上手く

できると言うことになるのだろう。（完） 

 

（注記１：2015 年 9 月のＩＳＯ規格の改訂版の変更点につい

ては、当会の会員向け月刊通信の『ISO 情報通信』で詳細を

解説させていただいた。解説資料の入手をご希望の方は、当

会の事務局をお尋ねください。） 

（注記２：本文中の ASQの記事は、2014年 2 月“Calculated 

Risk” by Peter J. Sherman に詳細な記事があります。） 

              

 

 

 
 

IQAIの将来像について 

 

・三浦先生亡きあと 
IQAI は、三浦先生のカリスマ性で成り立っていた
会だと思います。しかし、社会が多様化した現在、
組織はもはや 1人のカリスマに頼ることは出来なく
なっています。これに変わるものは、皆がビジョン
を共有し、一人一人の強みを生かすマネジメント
だと考えます。皆が共有するビジョンをどのように
生み出すかの鍵が対話（ダイアログ）にあると考え
ています。 
 
・討論と対話 
意見を持つもの同士の討論は、勝者と敗者を生
むだけで、勝者の考えもそれ以上良くなりませ
ん。敗者は、そこから立ち去ることにもなります。一
方、対話（ダイアログ）は、一人一人の考えを発展
させ、全員の考えをも発展させることが出来ると考
えています。 
 
・対話 
対話の狙いは、一人一人の考え、それが投影さ
れた全体の考えを改善することにあります。自分
の考えおよび他人の考えへの拘りを捨て、これら
に敏感になり、客観的に観察することで可能だと
考えます。 
 
対話（Dialogue)には、ルールがあります。 
 １．自分の考えを淡々と話す。その場でその考え
は、良いか悪いか決めてはいけない。 
２．周りの人は、「それは何ですか？」「どうしてそ
う考えたのですか？」程度しか質問してはいけな
い。 
終わったら、次の人が自分の考えを述べます。 

 
単純ですが、自分の考えおよび他人の考えの観
察者になることで、討論では到達することが出来
ない領域まで辿り着けると思います。 
 
対話が上手く行く条件は、 
１．決して討論をしようとしないこと。 
２．全員が拘りを捨てて、観察者になること。 
３．信頼できる仲間だけで行うこと。 
（対話に同意できない方には、その場で退室
をお願いするのが良いと思います。） 

 
対話の後の話し合いで、全員が共有できる IQAI
の将来像が浮かびあがることを期待します。    

 

   （小田 宗隆） 
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森信三氏の随筆と三浦式 QA 

 

IQAI 理事／安岡 均 

CQA／CSSGB 
 

IQAI の会員向けの月間メールでは、楽しみながら、

三浦先生の教養講座と紹介書籍の書評欄を担当さ

せて頂いております。書評欄では、紹介したい本は数

多くあるのですが、IQAI の月間メールに掲載すること

に違和感を覚え、紹介を控える本もあります。今回、

この機関紙へ寄稿するにあたり、以前、三浦先生が

機関誌で寺田寅彦について述べておられたので、意

を強くし、森信三氏の本を紹介させて頂く次第です。 
 

今回紹介する森信三氏は、明治 29 年生まれで、

師範学校で教鞭を取られていました。その時の講義

を口述筆記したものが、後に「修身教授録」として出

版され、未だに版を重ねています。著名人が名著とし

て紹介しておりますので、ご存知の方も多いと思いま

す。この本は、2年分の講義全 79講からなり、毎回の

講義録の前には、生徒のコメントが入っており、後ろ

には、講義内容の注釈等があり、講義内容を更に深

くまた身近に感じることが出来ます。今回は、森信三

氏と三浦式 QA の考え方の共通点がある「仕事の処

理」、「成形の功徳」、「故人に尽くす一つの途」の３講

をご紹介します。内容の深い本のため、一部を取り出

すことで、良さが失われますが、ご容赦頂ければと思

います。 

 

最初の「仕事の処理」ですが、森氏は、「日常生活

を充実したものにするには、結局自己のなすべき仕

事を、少しの隙間もおかずに、着々と次から次へと処

理すること。仕事の処理をもって、自分の修養の第一

義と深く自覚すること。まず真先に片付ける仕事に、

思い切って着手することが大切。この『とにかく手をつ

ける』ことが、仕事を処理する上での最大の秘訣。（中

略、抜粋あり）」。と述べられています。一方、三浦先

生も遺稿集「教養講座」の p.182に即答の仕方が載っ

ておりますが、そこには、「即答するには、とにかく答

えること、複数の質問には、答えやすい部分から直ぐ

に答えること」とあります。そんな簡単なことかと思われ

るかもしれませんが、 実践出来ている人は、少ないと 

 

思います。私自身も実践は出来ておりません。 
 

次の「成形の功徳」では、「全て物事というの

は、形をなさないことには、十分にその効果が現

れない（バラバラの状態ではダメ）。仮に一応な

りとも形にまとめておけば、それがどんなにつま

らぬと思われるようなものでも、それ相応の効用

があるものだということ。全ての物事とは、形に

まとめることによって、初めて真の効果が生ずる。

（中略、抜粋、加筆あり）」。 

 

 

 

 

 

 
 

三浦先生が亡くなられる前年末に、過去の教養

講座の一部を送付していただくようお願いしまし

た。三浦先生は、こちらが“一部”とお願いした

にも関わらず、2008年の最初からの教養講座を半

年毎に分け、それぞれ圧縮ファイルにされ、更に

全体の目録を付けて送付頂きました。恐らく、長

年、教養講座の配布を受けていた方の中で、この

ように保管されていた方は、殆どおられなかった

のではないかと思います。遺稿集を編集する際に

も、もしこのように纏めて頂いていなければ、ど

れだけ時間を要したかと考えるだけでぞっとしま

す。正にこれが、「成形の功徳」であり、功徳と

いう言葉にふさわしい力が働いたと思います。 

 

最後に「故人に尽くす一つの途」を紹介します。こ

の中に、「故人に尽くす途は、胸像を建てるということ

も一つの途ではあるが、故人の遺稿とか面影などの

出版というものであれば出来ないこともない。この方

法が、故人の精神を生かす途としては、もっとも本筋

ではないかと考えるが、案外、人はしようとしない。全

てこういう事柄は、時がたつとやりにくくなるもので、

『去る者は日々にうとし』という諺もあるように、何として

も世の中のことは、時期を失ってはいけないのです。

（中略、抜粋等あり）」。この内容については、西原理

事長の大号令のもと、IQAI として、 三浦先生のお考

えを、機を逸することなく、 遺稿集という形に出来た

ことを素直に嬉しく思います。   （６ページへつづく） 

 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

Management System News  Vol. 20, No.１  

 

５ 

 
 

Sothern California Conference 

参加記 

 

 

会員 野林文彦 

CQA/CQE/CQT/CSSBB 

 
以前より ASQ のイベントには興味があり、米国に長

期出張中のこの機会を利用し、参加してきましたので

ご報告いたします。 

  

  

  

  

  

  

                   

  

  

  
  

  

  
  

<Pre-conference Workshop, Nov 6th> 

Conference 前日には、Workshop に参加。 
  

AM Supply Chain Management <Mark Lindsey> 

Space Shuttle や Boeing で Engineering＋QA業務後 

現在は Disneylandにてこの案件に従事の講師。 
  

  類似業種の方々と Affinity Diagram（親和図）を実習。 

  自分は Aerospace（南加州にも結構多い）の 7 名グル 

  ープに参加。抱えている問題は、変更管理、FAI、文 

書、単社購買、Communication, Supplier の認定、

Poor Performance、皆さん同じ問題を抱えているのを

実感. 
 

 PM Quality and “The Sevens” <Dr. Jack 

Revelle> 
                        

                       御年 70 を優に越えていると 

                  思いますが、感じさせないス 

                       マートな Session で、ASQ 著 

書が中文訳になる等、中国 

ではこの分野での窓口的な 

方の模様。 

 

長年の従事経験から、問題解決や、効率的推進の 

７つ道具に対し、体系整理された講習でありました。 

例えば、C-E Diagram と DOE との関連や、開発各 

Stage にて VOC/Kano/TRIZ/Pr ior it izat ion 

Matrix/DOE 等がどう用いられるべきか等、これら 

の Tool の Connectivity に明確な説明を受けまし 

た。単独よりもこれらの関連をしっかり意識して Tool 

を活用するのがより効率的に問題解決を図れるのだ 

との説明には納得でした。 

 

 (氏の中国でのコンサルティング内容) 

中国の第二次新幹線 Project でコンサルタントとして 

参加。組織全体で Genba Work を進め、顧客のみな 

らず、設計・保全/客室乗務員等の内部すべての声 

を VOC として整理し、長大な QFD を作成させるとこ 

ろまで来てProjectが終了。基本的に彼らはこのような 

感覚が皆無で、通訳面を含めて相当の苦労。中国の 

鉄道省の要請には、安全等に対する意識や要求が 

非常に希薄であることを当時指摘。2011 年の事故の 

際にも “言わんこっちゃない” であったそうです。 

 

<ASQ South California Session, Nov 7th> 

AM PM 共、個別５種ｘ２回の計 20 種のセッションを 

受講可能。全員で 200 名程度の参加の模様です。 

 

AM-1 Design For Six Sigma <Tom Culhane> 

開発業務に従事しない自分として、DMAIC との比 

較と共に実例を用いての説明は非常に有益でした。 

現在従事しているプロセス設計関連にも役立てそう 

です。 

 

AM-2 3D Printing <Kask Gokli> 

Quality とは関係薄いのですが、結構盛況でした。レ 

ーザー法でチタン、ステンレスも可能に。航空機には 

利用も一部で開始との参加者からのコメント。表面形 

態や内部（金属）組織とその均一性が今後の挑戦。 

 

PM-1 Practical Lean SS Tool <Rick Hefner> 

名門カリフォルニア工科大の教授の講演。内容自身 

は目新しくはないが、問題解決法をしっかりと教えて 

いるのが印象的。  

 

PM-2 Effective CAPA Systems <Larry Bartkus> 

統計検定、管理図や Multi-Vari 図などを用いて、 

CAPA 後の実効証明が現在強く求められること、また 

その継続的な実効性（Sustain）の為に QC Tool 

が有効であることを繰返し説明。自分の日々の活動 

に近い所であり、非常に納得。 

(７ページへつづく) 

 

会場の Cal Poly 
University 山の上 
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購買・調達部門の思い出 

 

会員／岩佐 允勝 

 

購買関係は、日本と欧米とは考え方が異なる。日

本は、「外注業者を育てて使う」だが、欧米は「評価し

て、良いところを使う」だ。それが、よく出ているのが

ISOだ。ISOでは昔からそうだ。ISO9001：2008－7.4.1

を読んでみるが良い。（組織では組織の要求に従っ

て製品を供給する能力に基づいて供給業者を評価し

選定していなければならない。選定、評価、及び再評

価の基準について規定していなければならない。）ど

こにも、育てて使えとは書いていない。ISO9001：2015

―8.4.1 でも外注業者の呼び方が供給者から外部提

供者と変わったが、（外部提供者の評価、選択、パフ

ォーマンスの監視、及び再評価を行うための基準を

決定し、適用しなければならない。）と相変わらず変わ

らない。 

 

私が、かつて所属していた東洋電機製造（株）では

鉄道関係の外注業者が「こだま会」と云う業者団体を

作っていた。特急列車の「こだま」にちなんでだろうが、

かなり古くからあると推定する団体だ。その外注業者

団体に外注担当重役や調達部長が絡んでいることは

確かであった。品管部長になったとき、「こだま会」の

あるパーテイに呼ばれた時だった。ISO をやるぞと挨

拶で宣言した折、ある業者が外注担当重役に言った

ことがある。「あの部長は私をいじめるのですよ。」担

当重役は私に向かい、「オイ、余りいじめるなヨ。」と云

うではないか。つまり、調達部長や外注担当重役は

「こだま会」の宴会やゴルフのコンペに呼ばれている

に違いない。ただで飲み食いしているに違いなかっ

た。（私は、当時からサボテンの栽培ばかりやってい

て、ゴルフに興味なかったし、飲み会にも興味なかっ

た。付き合いは悪い方だった。） 

 

日本では「外注業者を育てて使う」がまかり通って

いるが、要はなれ合いだ。ISO は都合がよかった。私

は、担当重役にチクった業者を徹底的に ISO で苛め

抜いた。外注担当重役も「トップセールス」に顔を出し

た際に苛め抜いた。このように日本と欧米は思想が違

うのが幸いした。また、東洋電機製造（株）の従業員

の車と外注業者の車と比べてみて、外注業者の車の

方が良かったら必ず意地悪した。「ベンツ」に乗って

いるような、業者には本体が苦しいのに、贅沢して儲

かっているからだ。この業者には、徹底的に値下げの 

 

交渉をした。このように私は「夜歩くと襲われる」と言い

出す従業員もいるくらいだった。私が外注業者に「求

償制度」を作った張本人だったからだ。「自分が不良

を出していて本体に払わせる。」が納得いかなかった

からだ。外注業者（アウトソーシング）の品質が上がっ

たのは勿論だが、このように ISO をうまく使った。アッ

センブル工場 （部品を購入して組立だけやる工場） 

は試す価値があると思う。 

 

 

ところが、この ISOにも欠点がある。僅かな人数しか

いない町工場も多くの外注業者を持っているが、再

評 

 

価が大変である。（例えば、小さな会社でも 150 社も

外注業者を持っている。）当時の我社も「足切り基準」

を作った。年間何件何円ぐらいは、再評価しないと云

うことだ。ところが、このことは、ISO を読んでもどこにも

書いてない。（この「足切り基準」は三浦先生に言った

ら大賛成してくれた。）是非、小さい組織は試してみる

価値がある。 
 
                               
 
（4ページからのつづき） 

 

本稿では、全 79講のうち、3講のみ、三浦式QAに

通ずるものを選びました。他にも三浦先生のお考えと

合致するものがあり、珠玉の講義が目白押しですの

で、興味のある方は、手にとって頂ければと思います。

（完） 

                                                  

 
用語解説ひとこと： Human Errors vs. Human Factors: 
 
閑話休題・・・ヒューマンエラーや人が起こすミスというのは、そ

れらを解決する前に発見する真の原因に関連した原因系要因

の症状であるが、ヒューマンファクターは、人間の信頼性工学

の分野における人 vs. 作業（プロセス）のインターフェースに

おいてその相関関係が人々の仕事ぶりに影響力を有すること

を言う。その意味から、後者は、PSFs (Performance Shaping 

Factors) とも称する場合もあるとのことです。・・・   (編集部) 
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５ページのつづき 

 

＜全体を通じ＞ 

 

皆さん Speech が上手です。Speech 番組の TED 

の国です。ASQ 会員でない方々も多く、”会社で QA 

担当になったので”として来る方も半分近くに。 

Qua l i t y に関する特定業務を深く従事されている 

方には若干物足りない Sess ion もあるかと思いま 

すが、自分としては、隙間のあった理解の網目がより 

充填された気が致します。一方、まだこのスカスカの 

網目をもっと埋めるには、今日の内容もベースに、も 

っと実践を通じて習得せねばならないと感じた 

二日間でありました。 

 

皆様も機会があれば英語ではありますが、一度参加さ 

れることをお勧め致します。 （完） 

 

                            . 

   

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 

 

【理事会・年次総会】 

♦４月16日、目黒区の「勤労福祉会館」にて理事会並

びに年次総会が開催されます。年次総会では、年間

の会計監査及び当会の活動状況、及び今後の事業

計画について、報告が行われます。 

♦そのほか、今年の年次総会では、例年の総会事案につ

づいて、「対話の時間」が設けられ、出席者の間で当会の

将来像について話し合い（「対話」）が予定されています。 

 

【ASQ 資格試験の合格者】 

♦2015 年 12 月 5 日及び 2016 年 3 月 5 日 の ASQ の資

格試験には、次の方々が合格されました。 

 CQA:  Maxwell. C. Curtis, and Yasuyuki Homma 

 

【主な研究会活動】 

ISO9001/14001: 2015 の発行を受けて、西原理事長より、

5 回に分けて 2015 年 7 月から 11 月に亘って、月刊メール

の“Snoopy”に添えて、 『ISO 規格改訂の情報通信』と題し 

 

 

て月 1 回の新規格の解説をした情報通信が配信されま

した。 

 (IQAI 事務局／安岡 均) 
 

  

 

編集後記 
 

今回は、一瀬理事よりの原稿で気になったのは、

「百聞は一見に如かず」だ。その通りだと思う。実

際に物を見るより他にないことが多いと思う。西原

理事長は「リスクマネジメント」を書いた。ISO9001：

2015 でも「リスクに基づく考え方」は主要な変化の

位置を占めている。「QMS」と「EMS」(ISO14001：

2015)とでは若干、意味が違うところがある。今回

「リスクと機会」が入ったために「予防処置」が消さ

れた。「予防処置」と「リスク」（不確実性）はある部

分では同じだが、全く同じではないから「予防処

置」を消して良いわけではないと云うのが私の考

えだ。本の ISO委員会に噛みついたこともある。西

原理事長はリスクレベルを 4 現象で説明している

のは、判り易い説明である。野林会員は「ASQ の

Conference の参加記」を書いた。中国の品質の

現状は全くその通りだと思う。（鉄道関係も親しさ

を感ずる。）安岡理事は「森信三の随筆と三浦式

ＱＡ」を書いて、銅像を作るよりも遺稿集（その人

間の生きた意志が伝わる。）だと看破していること

は、賛成である。それと私も調達の思い出を書か

せていただいたので、ご笑覧あれ。 

私のお袋も、三浦先生も「Ｐ・Ｐ・Ｃ」（ピンピン

生きてコロッと死ぬ）だが、私は「Ｄ・Ｄ・Ｉ」（ダラダラ

生きてやるぞ）だ。これも人生の美学ではなかろう

か。 
 

 （岩佐 允勝） 
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