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一瀬 功 

IQAI監事／大阪分科会幹事   

 

この数か月、イギリスの EU離脱選択、アメリカでのト

ランプ大統領登場があり世界が大きく変化する気配で

ある。われわれ組織は、これらの変化を的確に捉え、

ISO9001 の要求事項にもあるコミュニケーションの枠

組みを機能させて、変化に対応すべき時である。 
 
さて、2016年 4月に続いてコミュニケーションを考え

る。広辞苑を引いてみると、そのまま「コミュニケーショ

ン」 と書いてあり、次のように定義されていた。  
 
Ⅰ．社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感

情・思考の伝達。言語・文字その他視覚・聴覚

に訴える各種のものを媒体とする 

Ⅱ．[生]イ） 動物個体間での身振りや音声・匂いな

どによる情報の伝達。 

  ロ） 細胞間の物質の伝達又は移動。 
 
われわれの日常では定義①が該当し、最も活用し

ている媒体は、「視」は電子メール、「聴」は電話であ

る。スマートフォンは「視・聴」と言える。それぞれの利

害得失を考える。電話は、①早く、単位時間当たりの

情報量が多い。②重要度などのニュアンスが伝わる。

③意見交換がその場で出来る。④信頼度に応じて何

でも話せる。しかし、⑤相手の都合に無頓着。⑥言っ

た言わないで揉めることあり。一方、メールは、①伝え

た記録が残る。②複雑な内容も伝えられる。③２４時

間いつでもオーケ。しかし、④気軽さから自分勝手（独

善的）になりやすい。⑤返事が来ないと無視されたと

思うことあり。 
 

コミュニケーションを効果的にするために、それぞれ

のツールの利害得失を考慮して、うまく使い分ける能

力、感性が大切だ。 
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～ ISO9001:2015 ～ 

文書規定のないプロセス監査 
 
 
 

理事長／西原 美津子 

ASQ CQA/CBA/CHA 

 

はじめに 
 

今年に入り、従来の ISO規格から最新の 2015年版

へ移行する審査が盛んになり、ISO9001: 2015のマネ

ジメントシステムの理解も徐々に進んできた。そんな

状況下、証拠となる文書・記録が存在しない組織に

対して、第三者機関の審査員は運用中のシステムは

どのように監査したらよいのかと言う疑問を抱く者もい

るようだ。長年、主に海外の規格・法規制を監査基準

とした第三者審査で監査実務に馴染んできた経験か

ら、監査基準がどのようなものに変わろうとも、監査実

務で不便を感じることはなく、どうやって臨むべきか？

と言った生マジメな疑問を抱くこともなく今に至ってい

る。しかし、新規格に伴ってもたらされた新たな懸念

だと思えば、意外とは言えない。ただ、答えを求めら

れると、文書・記録がない中でシステムの是非を判断

せねばならない場面に直面した機関審査員は自分

の義務をキチンと果たして審査しているのか？あるい

は、適合性を確認するために必要な監査スキルは十

分に備えていのか？などの新たな懸念に発展し、本

稿を寄稿するに至った。 

 

文書・記録に拠っていた審査アプローチ 
 

上述した懸念は、ISO9001: 2015で規定されたマネ

ジメントシステムには、ご存じのように、規格を特徴づ

けている点の一つであるが、システムで運用する組織

の活動・業務に対して、これまでのように管理用の文

書類を要求していないのが理由である。規格には、

品質マニュアルさえ要求していないことから、機関審

査員は質疑応答の中で、文書をレビューし、あるいは、

保管記録をレビューし、目の前の活動の実態に照ら

してシステムの是非を判断することが多かったこれま

での審査アプローチは、使えなくなったのである。 

2015年版の ISO規格に定められた文書・記録に関

しては、随所で“文書で示された情報”（=文書情報）と

いう表現が頻出していたり、旧版にはなかった新しい

事項も規定されており､変更点には、組織の事業環境

（＝context）のモニタリング（4.1）、 リスクと機会 （=好 

 

機）を取り上げるための処置（6.1）、組織の知識

（7.1.6）などがあるが、これらについても、具体的な文

書・記録は要求していない。監査では客観的証拠と

なるはずの文書・記録が存在していない場合は、 こ

れらの活動・プロセスはどのように監査すれば、それ

らを適切に実施していると判断できるのか？ 

 

 振り返って、ISO 9001: 2015では、「監査」は一体ど

のように定義されていただろうか？ここで定義を取り

出してみると、「客観的証拠を入手し、それがどこまで

監査基準を満たしているか判断するために客観的に

評価するための体系的で独立した、文書で規定され

たプロセス」とある。次いで、監査基準はと言うと、「客

観的証拠を対比する基準として使用する方針・手順・

必要条件」とある。となれば、つまるところ、「客観的証

拠」は、ISO 9001: 2015 では、「記録、明確な事実の

記述、その他、監査基準に関連した検証可能な情

報」と言ったところだろうか。 

          

        

 

これらの定義からすれば、ISO規格では、監査証拠

や監査基準は文書で示されていなければならないこ

とになるのである。ところが、実際にはそれらが存在し

ていない（あるいは、限られた範囲でしか文書規定が

ない）となると、どうなるのか? しかし、少し考えてみる

と、頭をよぎるのは、監査現場における次のような自

問自答である。 

 

Q１: 監査基準はどのように規定されているのか？ 

Q２: 適合性を評価するのに利用できる監査証拠と

しては何が存在するのか？ 

 
 前節の懸念を払拭するために、プロセスアプローチ
で QMSを理解してみることとし、そのために難度の高 
い監査スキルを使ってみることを考えよう。 

 
新規格ではプロセスアプローチが使える 

 

監査の現場でプロセスアプローチに立ち返ってみ

る。すると、徐々に答えの糸口が見えてくる。組織で

行われるあらゆる活動は、 定義から言えば、インプッ 
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トがあって、所定の処置を経て、典型的な表現ですれ

ば、それをより高い価値のアウトプットに変換する、と

いう思考である。従って、どのようなプロセスであれ、

監査基準は、基本的にはプロセスに関する一連の次

の問いから引き出すことができるはずである。 
 

-望むアウトプットは何なのか？ 

-どんなインプットがその望むアウトプットを引き出し

てくれる処置となるのか？ 

-インプットをアウトプットに返還するのにどんな処置

が実施されるのか？ 

 

さらに、あらゆるプロセスには、そのプロセスとプロ

セスのアウトプットに管理責任を負うプロセスオーナ

ーがいなければならないが、その者の責任にはどの

ような点があるか、具体的に挙げてみたい。 
 

-プロセスのアウトプット条件を明瞭に定義する 

-プロセスのインターフェースを明確にする 

-プロセスの実施要領（what & how）を定義づける 

-プロセスの実施結果の達成目標を設定する 

-アウトプット条件とプロセスの実施結果の目標達

成上の潜在リスクを評価する 

-プロセス及びアウトプットの管理策を決める 

-プロセスの資源を特定し、用意し、資格付けし、維

持管理をする 

-進行中のプロセスの実施状況をモニタリングする 

-必要に応じてプロセスの変更・改善を実施する 
 

プロセスオーナーの責任はこれくらいだろうか。そ

の役割を逐一認識すれば、監査基準はプロセスオー

ナーにインタビューすることで十分に判断できるという

ことが分かる。つまり、いくつかの質問に対するプロセ

スオーナーの応答が、明記された監査基準に適合し

ているかどうかを検証できる客観的証拠を集めるベー

スとなるはずである。ただ、このアプローチには、監査

側に決定的な意味を持つような監査スキルを発揮す

ることが求められる。 

 

規定文書のないプロセス監査は 

被監査側に何をもたらすか？ 
 

さて、冒頭の懸念を払拭する答えを取りあえず引き

出してみることにしたい。 

監査の場面では、監査基準の文書がないことを認

識したら、すぐ監査側は監査基準を確立するために

プロセスオーナーへのインタビューから始めればよい。

このことは、 監査側がいくつかの質問を発して、プロ

セスオーナーからどのような応答が返ってくるか、 注 

意深く耳を傾け、聞き取った情報を素早く頭で処理し

て当該プロセスの枠組みを組み立てる作業に等しい

と言える。この作業には、質問に対するプロセスオー

ナーの応答から自由応答式の質問を素早く用意し、

プロセスオーナーを初めとする他の QMS プロセス担

当者から、関連の監査証拠を集められる能力が監査

側にあることが不可欠となる。この客観的証拠を集め

る監査スキルは、言わば、確証をとるための証拠収集

作業といったところだろうか。 

  

監査側は、被監査側の何人かから得た応答を総合

して、プロセスオーナーが開示してくれた（語ってくれ

た）監査基準と整合しているかどうかを判断し、QMS

の各プロセスの流れと相互作用を探索するための適

切な監査トレールを描くことができる能力を併せて備

えている必要があるだろう。 

監査におけるこのアプローチは、監査側の聴くスキ

ルと情報を整理して総合する能力に大きく拠っている

ことは明らかである。一方、監査中に追求できる質疑

の深さにはより柔軟性が生まれることになるとも言える

であろうし、監査側には、ＱＭＳ文書に明記された内

容に限定して質問する必要もなくなったとも言える。 

 

最後に、結論めいたことになるが、監査側には、こ

れまで以上のスキルを求められること（特に監査中）

になるが、一方、被監査側には監査側の質問に対し

て応答の際に従わねばならない台本が手元にないの

であるから、余計に神経過敏にはなるかもしれないが、

ＱＭＳのプロセスに関係した潜在リスクと機会（＝好

機）を探索する可能性は、格段に高くなるだろう。これ

らの利点を考慮すれば、双者の間で監査自体の価

値を高めることができ、また、顧客満足を上げてビジ

ネス成果向上のために、プロセスオーナーに対しＱ

ＭＳのよりよい活用を期して監査側が提供できる情報

が増えることになれば、組織のリーダシップを高めるこ

とに繋がるのではないか。期待したいものである。 

 

◆  ◆ ◆ ◆ ◆ 
 

                     
 
◎ 用語解説：プロセスオーナー (process owner): 

“オーナー”は、ここでは「責任者」という意味で使いま

す。その意図は、定義上では責任と権限が曖昧にな

っていた場合でも、対外的に当該業務の説明責任を

負っている人を指していますので、具体的に誰だか

分からないということはありません。 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

４                                            Management System News Vol.21, No.1 

 

 

  ISO18404 国際動向シンポジウム 

－聴講記－  

 
会 員／野林 文彦 

ASQ CQA/CQE/CSSBB 

 

本年 2 月 10 日、日本規格協会主催で開催された

当シンポジウムに参加してきた。ISO18404 が発行さ

れ 1 年以上となるが、本年はその元となる TC69 が東

京開催であったこともあり、同 18404 の設立に関与し

た英国人ら 2 名を迎えてのシンポジウムとなった。

https://www.jsa.or.jp/info_detail/iso18404symposium

.htm (参照 URL)  

 

歴  史 
 

 TC69 統計的手法の適用は 1949 年設立と大変に

古いが、この中に Six Sigma 小委員会が設立され

(2008)、Six Sigma の国際規格 ISO13053-1(DMAIC

法)、ISO13053-2: 2011 (技法とツール)が制定、今回

ISO18404: 2015 (プロセス改善における定量的方法

Six Sigma および Lean 実施に関する主要責任者の

能力と組織の適格性) が制定となった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概  要 

 

組織は UKAS（英国認証機関認定審議会）が、個

人は RSS (Royal Statistical Society 王立統計学会) 

が適格性認証を主導、BB/MBB/Lean Leader/Lean 

Practitioner のそれぞれに力量項目と構造が明確に

定められているが、かなり詳細な印象。個人の力量認

定は SS/MBB/YB で 3 年毎に更新要を提唱してい

る。 

所謂 Leanは間違ったやり方で実施され、成果が上

がっていないケースもよく見られること、BBやMBBは、

発行団体が多くあり、50 ドル払いで Web での教育を

受ければBBといった、要求の習熟度とその確認が適

当でない現状が産業界全体での課題であり、これら

を ISO化して、修正するのが我々の役目であると強調 

 

する。RSS は既に統計検定資格試験があり、日本統

計学会（JSS）も合わせて実施はしているが、BB 難易

度はそこまでにはならない。 

 

日本側の動き 

 

日本規格協会では、今回のシンポジウムを受け、

同 ISO の認証サービスを始めると明言、RSS のやる

SSBB なりの試験の内容の統合調整について協議を

希望し、日本のよさを生かした Lean なり SS の資格化

の推進を図りたいと述べていたが、既にいろいろ無理

な側面を感じる。 

 

事後調査―同認証に関する認識 

 

1.  ASQの SSの Blogにて、このような ISOとその認証

制度が本格化することを提示すると、「ASQ の資格で

すでに International なのに、なぜこんなことするのだ

ろう？」  
 
2.  米国での一部 Lean Consultant と上述の Prof. 

Bendell とのやり取り（以下サイトを確認願う）: 

Mr. Chris Roser, lean consultant からは、制定の理

由は「金」だろうと明言。提案のLean実施者の力量監

査の非現実性を指摘。 

 http://www.allaboutlean.com/iso-18404/ 

Professor Bendell's response: 

http://servicesltd.blogspot.jp/2016/10/iso18404-

response.html 

前述の ISO化の必要性を繰り返している。 
 
3.  本年の ASQ主催 Six Sigma Conference では ISO 

化の紹介に関する Work Shop がただ一件開かれた

のみ。 
 

4. 小生の出張先の米国現地法人は大手の BSI に監

査を診て頂いており、同 ISOの認証サービスなどを推

進する予定があるかを確認したところ、「現時点でそ

の予定なし」との回答。事前情報では英国BSIは前述

の 2 名の方と新 ISO のシンポジウムを昨年早々開催

する等、大きな役割を果たすとも予想されたが、現実

は少々異なる模様。 

 

所 感 
 

本当に広まるのか？が第一印象。企業側も認証団

体も非常に大量の Resource を必要とします。正直、

「金」目的と言われても無理もない気がします。アメリ

カがこの ISO 化の流れに乗るとはまったく予想できず。

要請が強いといわれる製薬や、欧州の一部では広が 
(8頁へつづく) 

Chris Harris Prof. Tony Bendell 

https://www.jsa.or.jp/info_detail/iso18404symposium.htm
https://www.jsa.or.jp/info_detail/iso18404symposium.htm
http://www.allaboutlean.com/iso-18404/
http://servicesltd.blogspot.jp/2016/10/iso18404-response.html
http://servicesltd.blogspot.jp/2016/10/iso18404-response.html
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コミュニケーションを考える 

 

一瀬 功 

IQAI監事／大阪分科会幹事 

 

コミュニケーションの有効性 

 

巻頭に続いて、さらにコミュニケーションについて

考えてみる。日ごろ多用している電話とメールにはそ

れぞれ利害得失があり、うまく使い分けることが大切

であると巻頭で述べた。その結果として何かを作り上

げる合意形成がなされ、思考や行動など次のステッ

プにスムーズに移っていくならば、このコミュニケーシ

ョンの有効性は高いと言える。また、コミュニケーショ

ンを通じてお互いの理解が進み、信頼関係を前進さ

せることができる。これは“鶏と卵”の関係で、コミュニ

ケーションで信頼感が増したのか、信頼関係があるか

らコミュニケーションが上手く行ったのかということにな

る。いずれにしても、コミュニケーションの有効性と信

頼感は関係が深い。 

 

伝達方法を明記できない、システム化できないにも

拘わらず、ときに良い結果をもたらすのが次に述べる

以心伝心である。 

 

以心伝心 

 

巻頭の定義①に「視覚・聴覚に訴える各種の媒体」

とあり、「視」・「聴」は最も主要な媒体であり、コミュニ

ケーションに欠かせないが、さらなる媒体が存在する

のが以心伝心である。定義②イを再登場させる。 

 

定義② [生]イ 動物個体間での身振りや音声・匂

いなどによる情報の伝達 

    

②の[生]は生物学の専門用語を示す。人間も生物に

違いないから、②[生]イの定義も採用できる。即ち、

人間が発する身振り、顔色、目つき、音声・音色、匂

い、雰囲気もコミュニケーションの媒体と言ってよい。

国際規格 ISO が上陸してきたとき、日本古来の以心

伝心とか「腹で芸をする」ではなく、明確に文章にす

るとか言葉にしなければならないと習った。しかし、全

てを文章や言葉にしなくとも②[生]イを使えば、以心

伝心することができる。ただし、その程度は相手に対

する信頼感や当事者意識に応じて決まる。この手法 

 

 

は外交の世界でも良く使われているようだ。相手国に

言いにくいことを全て言わなくとも、「察しが付く」程度

で留めることはよくある。また、明確に言わずに何らか

のシグナル・サインを発することもある。それが人間関

係、外交の知恵なのであろう。 

 

コミュニケーションで大切なこと 

 

昨年 4 月の巻頭から続いたコミュニケーションの要

点をまとめてみる。 

１）「話す－聞く」は、「書く－見る」機能に比べて本

音に迫りやすく、本当に大切な情報伝達は「口コ

ミ」や「耳元でのささやき」である。 

２）人の五感のうち、「視」と「聴」がコミュニケーショ

ンの主役であり、スピードを要求される現在では、

「視」はメール、「聴」は電話が代表的ツールと言

える。 

３）メールと電話にはそれぞれ利害得失があるので、

一方に偏らず両方をうまく使いこなすことが肝要

である。偏りが出るとコミュニケーションに破たん

を生じることがある。 
 

          
       
４）動物は身振り音や音声・匂いなどで情報を伝達

する。人も本来の動物的才能を生かして、「視」

「聴」以外の五感を使うのが高度で効果的なコミ

ュニケーションに欠かせない。ときには以心伝心

的な技術も必要になる。 

５）効果的なコミュニケーションは、所詮、人と人の

関係に基づくものであり、そのためにも良く水の

やられた人間関係を築くことが大切である。コミュ

ニケーションは国際規格の要求事項でもあり、そ

の良し悪しが組織の活性化を左右するものと考

える。 

６）人工頭脳は、目標設定やコミュニケーションが

苦手と言われていて、この分野は当分の間は人

間支配が続くと思われる。しかし、人工頭脳がど

んどん発達し、誰が責任者かわからないまま情

報発信と受信が行われ、何らかの合意形成がな

されることも考えられる。人と人とのコミュニケー

ションがより大切になる時代に向け、考えておく

ことがまだまだ多くありそうに思う。 

－終わり－ 
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  チョット気になる話 

 

 
会 員／岩佐 允勝 

 

私にとって、定年までいた「東洋電機製造（株）」が

唯一の会社勤めである。その時代のことを書こう。 

 

一番印象に残ったのが、「戦争は絶対にしてはダメ

だ」と云うことだった。私が「東洋電機製造」に入社し

た時、設計から試験課に回された。試験課に居た時

だったが、油圧の現場にある職場長が居た。その職

場長が云うには、「自分は一番遅い引き上げ船で中

国から帰って来た」と云うのだ。「余程悪いことをした

のだろう」と思ったが、その男が云うには、「軍規が有

ろうと、無かろうと、俺たちは、略奪、暴行を繰り返す

だけだ」と云うではないか。「何人もの中国人と女とや

った」、「軍規が有ろうと、無かろうと」が気になった。

「一兵卒には、軍規が有ろうと、無かろうが関係ない

のだ。自由が手に入った」と思うだけだ。「ベトナムや

イラク」もそう思わざるを得なかった。「南京虐殺は本

当にあった」は、そう思わざる得ないような話だ。「だ

から、絶対戦争はダメだ」。 

 

      

 

次の話は、子供時代の話。今、「いじめ」が問題に

なっているが、身体が大きかったせいか、「いじめる

側」に立っていた。「バカ・バカ・オッタンチン（チンコ

が立っている）チョン・チョンゴリ・チョン・チョゴリ、お前

のカアサン・朝鮮人」といじめ抜いた。立川の曙町に

居たせいか、（当時、三浦先生も立川の錦町に居らし

ゃいました。）緑川に黒ンボの子（オンリーさんの子）

を担いで、投げ込んだりした。悪ガキだったが、あの

当時のことを思い出すと、「スカートめくり」が大得意だ

った。バレリーナのスカートをめくって、女の小学校の

先生に追いかけられたこともある。あの当時、町の銭

湯によく入りに行いった。当時は町の銭湯にもアメリカ 

 

兵（米兵）をよく見かけた。当時の米兵は白人よりも黒

人の方がチンチンが大きかった。よくこんな大きな奴

と喧嘩するものだなと思った。日本人はと見ると、背中

に入墨はしているが、毛の中にチンチンの先が顔を

出している程度だ。入墨のオッちゃんが特にその通り

なのだ。白人より黒人の方が大きい。日本人より白人

の方が大きいのは確かだった。日本人が一番小さい。

日本が戦争で負けるのは当たり前だと思った。 

 

序でに温泉の話になるが、最近よく行くのは温泉

だ。東京の温泉は黒湯（黒い温泉）だ。鎌倉の「稲村

ケ先温泉」も黒湯だ。箱根にもよく行くし、箱根湯本の

「姫シャラの湯」にもよく行く。そこで出会ったのは包

茎だった。先にぶらぶらしている。しかも外国人だっ

た。オーストラリア人だと聞いたので、得意の英語？

で聞いてみた。「Excuse me,  Tell me, what the your 

phimosis tip into the manhood ?」 彼氏曰く「That is 

good advice 」だってさ・・。！！ 

 

温泉に入り方を伝授しよう。露天風呂に入ったら、

ウンコを見つけること。「姫シャラの湯」で俺様が見つ

けた。「脱糞してあった」ことで、「即・露天風呂」は中

止になった。もしもの事があると心配する。「ウンコ風

呂」に入ることになるからだ。「子供が入っている温泉

にも入らぬ！」ことだ。子供は気持ち良くなると小便を

する。「小便風呂」に入らなければ、「子供の入ってい

る温泉」に入らぬことだ。 

 

さらに、現在の国鉄について昔話をもう一つ。昔の

ＪＮＲに表示してあった「 In an emergency pull the 

cock handle tared You  all the  door ready for 

opening 」（緊急の時は、この「コックハンドル」を自分

側に倒してください。全ての「どわぁー」は簡単に開け

られます）「コックハンドル」は、自分の持ち物（おチン

チンのことだとは知らずに）、米軍人は笑っていたよう

に思う。 

 

◆  ◆ ◆ ◆ ◆ 
 
“asahipress”から転載・・・。皆さん、次の英会話で自

分の英語文化のツボの理解度を測ってみましょう。 
 
・その１－働く現場で： 

Q： How many people work in this office? 

A： About half of them. 
・その 2－解雇の理由を訊かれて： 

Q： Why did the man at the orange juice factory 

lose his job?  

A： He couldn't concentrate! 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

Management System News  Vol. 21, No.1  

 

７ 

建設業の今・これから 

 

佐野 順一 

会 員／博多分科会 

 

はじめに 
 

私は、建設会社において、工事現場 25 年、内勤

15 年を勤務し、現在は設計図から工事における注意

点を抽出したり、入手案件の計画・工程を作成する仕

事を行っています。元来、建設業界は、社会情勢や

政治の安定・不安定に大きく影響されるものであり、

国の建設投資は、ピーク時の 80 兆からリーマンショッ

ク後には 42 兆円まで落ち込み、同時に建設就労者

数も 700 万人から 500 万人にまで下がりました。工事

量と就労者は、ほぼ同率で推移していましたが、最近

は 50 兆円規模で推移していたが、ここ数年は、2011

年の東日本大震災の復興需要景気から再び回復基

調となり、オリンピック特需の影響もあって工事量が増

加し、ミニバブルの状況になっています。 
      

       

 

建設業の現状と当面の課題 
 

地域的に工事量のバラツキはありますが、中央に

一極集中していて労務不足や工事管理者不足が生

じ、工期厳守が難しい状況が発生しています。   

工事監理においても横浜の傾きマンションの杭長

不足等から杭施工時の工事管理・写真管理が厳しく

なり、社員の負担が以前にも増して増加しているのが

実態です。また、労働者数の不足は重大な問題であ

り、今後は労務力確保がさらに難しくなり、適正工期

の設定が不可欠となります。 

 そのような状況の下、労働者の高齢化により今後 10

年間で約 100 万人の大量離職者を迎えて労働力不

足が発生すると予測され、国内・国外を含めて「労働

力の確保」と「生産性の向上」が大きなテーマです。 

これに対し、 IT ツール（iPad など）を使用して配筋

検査と同時に写真を撮れるようにして 品質管理を行う

などの対応をしています。これにより、不明な点はパソ 

 

コンで不具合事例や標準書等を検索して解決できる

システムを構築して迅速化を図り、業務削減を行って 

います。 

現場施工では専門業者に ICT化 (Information and 

Communication Technology) の機械を導入し、自動

で作業できる機械を使った施工を行うことで労務削減

をして、生産性の向上を図ることを積極的に推進して

います。また、建築物の用途は、病院・IC 工場・劇場

等と多岐にわたるため、品質管理を含む機能を理解

して現場管理を行うことが必要となり、現場管理者の

力量に負うところが大きくなり、そのための若年教育・

中級教育等の教育強化が必須となっています。教育

方式として、PCによる問題配信に加え、研修会・専門

業者合同の講習会等を開催しています。さらに、技術

の伝承が企業存続に関わる重点課題と捉え、現場で

専任担当者による実践教育を行って、将来における

この問題に取り組んでいます。 

 

建設業のその次の課題 
 

次の問題として、“3 Ｋ”の印象を払拭して、若い人

や女性に好まれる職場環境をつくることが必要となり、

最近ではテレビで、きれいに整理された現場で働く女

性の姿が放映されるようになっています。現場の作業

環境の変化として、女性専用トイレや更衣室及びシャ

ワー室等の施設を設け、女性にも働きやすい環境が

出来ていて、女性工事管理者だけの「女性小町」を

結成して現場管理を行う等、現場環境が変化してき

ています。工事現場は天候に左右され、土曜・祭日

の休日作業が多く、6 休／週の現場業務が殆どであ

り、今後は、天候に左右されない全天候型の仮屋根

を設けた工事ができるように現場環境を整えることが

必要となります。将来は、遠隔監視で工事の進捗状

況を管理することになるかもしれません。 

最後に重要なのは、時代性を問わず、顧客の信頼

を得ることであり、顧客の苦情・クレーム対応を迅速に

行なうことやアフターサービス等を定期的に行うことで

顧客の信頼を得ることが大切です。顧客要求レベル

が高くなることは、更なる技術力の向上を要し、それ

に応える良質な建造物を提供することが大切です。 

 
終わりに 

 

今後、オリンピック終了後は、工事量の減少が避け

られず、ゼネコン各社が生き残りをかけて熾烈な戦い

が始まるでしょう。企業としての強みを発揮し差別化

を図り、良質な構造物提供で顧客の信頼を得ることが

不可欠だと考えます。若い方に建設業に従事してい

ただき、建設業界の活性化に繋がることを望みます。 
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4 ページのつづき 

 

 

る可能性はあると思うが、現時点では 9000 シリーズのよ

うな大きな流れになるとは予想できず。一部のSCやWG

のリーダーで、国内で BB 認証制度がすでに制定を拡

大している中国が今後これらの仕組みづくりをビジネス

化する動きは予想できるが、英国主導の ISO に同調す

るだろうか？  

日本規格協会のこの ISO への方針は、現在の大きな

収益源の QC 検定を維持拡大していきたい状況とは、

方向が同一にならない要素が多く、当初から経産省が

JIS化に反対であること、顧客ニーズ面からもこの ISOの

普及拡大はイメージしにくい。 

同英国側は非常にやる気を見せてはおり、ある程度

の流れを作り出すことには成功するかもしれない。以後

も動向を注視する。 
                                        

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

 
統計試験制度の ISO化動向記事―“寄せ書き” 

 

モトローラ社が統計学上の”完璧” なレベルまで欠陥

を減らす目的でシックスシグマの取組みを導入したのが

1986 年、10 年遅れで GE 社がこれに追随。以後 10 年

の間に世界にシックスシグマ導入のうねりが起こり、その

波に押されて多様な組織のビジネスモデルと化した。程

なくして活動を支える組織内の専門要員の育成が叫ば

れ、資格試験へと発展。さらに 10 年を経てこれが SSBB

を代表とする統計検定の別のうねりが起こり、世界中で

多数の BB Holderが誕生。実にモトローラ社の SS導入

から数えて 30 年を超える。日本国内でも民間各社で実

施されるようになった資格試験に、当会名誉会長であっ

た三浦先生が ASQ 資格試験の質と実績を基にこれを

正当として、大変嘆いておられた日々が思い出される。 

RSSは世界の標準化を狙って今年 5月以降の自国の

資格試験の廃止を公表。ＩＳＯ９Ｋ誕生時の英国の動き

に通じる点はあるものの、コトは同じではない。ＭＩＬ－Ｑ

による世界への QA 発展の実績で各国が認めるアメリカ

は英国の ISO9K の動きはただ静観。その間、ISO9K は

驚くべきスピードで世界に広まって行った。今回の統計

の国内試験の廃止により、ＲＳＳがより質の高い資格制

度を求めるのは是としても、ＢＳ規格の力もない中で、同

じ夢の実現を描けているとは思い難い。（西原美津子） 

 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【よろず相談会】 

♦下記の予定で「よろず相談会」が開催されます。 

テーマ：業界を問わず企業各社の管理に関する課題 

     （ISO9001/14001:2015への移行課題も含む） 

日 時： ４月８日(土)、13:30～ 

場 所：目黒区の「勤労福祉会館」 

主 催： ＩＱＡＩ 研究会 東京分科会 
 

【年次総会の開催日程】 

♦下記の予定で2017年度の「年次総会」を開催します。 

日 時： ４月22日(土) （時間は未定） 

場 所：目黒区 「下目黒住区センター」 第1会議室 
   

 (IQAI 事務局／安岡 均) 
 
 
 
 

 

 

編集後記 

 

今回は、一瀬氏が「巻頭言」を書き、続けて「コミ

ュニケーション」の記事も書いてくれた。“以心伝

心”は日本人の心として伝えられるが、一方で、よく

ないと言われることもある。西原理事長は、

ISO9001:2015の「文書規定のないプロセス監査」を

書いている。一番困るのは審査員なのか？被審査

側とのやり取りを含め、見事に表現している。 
 

会員の佐野順一氏は「建設業の今・これから」を

書いてくれたが、女性工事管理者等で“３ｋ”を払拭

し、政府の言う「一億総雇用」の実現に向かって一

歩を踏み出しそうな雰囲気もある業界である。 
 

会員の野林文彦氏は「ISO18404: 2015 (プロセ

ス改善における定量的方法 Six Sigma 及び Lean

実施に関する主要責任者の能力と組織の適格

性)の設立に関与した英国人２名を交えてのシ

ンポジウムの聴講記録であるが、大変興味深い。 
 

最後に、私の話を書かせてもらった。下の話

ばかりである。ご笑覧あれ。 （岩佐  允勝） 
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