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「アントプレナーシップ」という言葉、皆さん何度も耳に

されたことがあるかと思います。「企業を起こす人」、

「起業家」、「起業家精神」等の意味に使われていま

す。また、昨今は、新しいビジネスを生み出す必要性

が非常に高まっていることから、企業内起業家が重要

であるといった論調があることもよくご存知のことかと

思います。 

この動きは、当会も同じであると言えます。国際規

格の ISO9000 が本格的に日本に普及し始める前の

1990 年代初頭に、その先鞭となるべく当会が創設さ

れ、ISO の普及に携わって参りました。そのような歴

史・背景を持つ当会にとって、現在は、新たなビジネ

スに移行していく時期にきているということです。当会

会員の皆様もそれについては、大なり小なり気が付い

ておられる、あるいは、はっきり認識されているのでは

ないでしょうか。

このような状況の下、当会では、ご存知の通り、昨

年から食品関連事業への参入を目指し、活動を始め

ております。そこには、明確な道筋などなく、トライ＆

エラーの繰り返しで、牛歩のような歩みではあります

が、新しい分野に進出する際は、当然のことだと思い

ます。そのプロセスを如何に楽しめるか否かにかかっ

ているように思います。スティーブ・ジョブスの言葉に、

『終着駅は重要じゃない。旅の途中でどれだけ楽しい

ことをやり遂げているかが大事なんだ』というものがあ

ります。実践することは、頭で考えるより、むしろ、自ら

率先垂範の心で示して行くことであるがゆえに、簡単

ではありませんが、素晴らしい言葉であると思います。

皆さんも是非、一緒に当会の新しい取り組みに参加し

てみませんか。
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高齢者の安全運転保証 

―会員フォーラムからー 

 

監事／一瀬 功 

 
 

はじめに 

 

今年、８～９月にかけて、メール交換による高齢者

の安全運転に関する会員フォーラムが開催された。 

 

戦後の交通事故死者数の推移 

 

１９７０年（昭和４５年）第一次交通戦争と言われた

時の交通事故死者数は１６，７６５人、その後減少した

が、第２のピークは１９９２年（第二交通戦争）で１１，４

５２人を記録した。その後、２００３年頃まで事故、負傷

者数は増加の一途をたどったが、死者の数は減り続

け、２０１８年には３，５２２人（ピーク時の２１％）まで減

少した。これは全国民、企業、行政・警察などの努力

で成果である。しかし、７５歳以上の高齢者１，６５０人/ 

３，５２２人が含まれていて、死者の半数近くが高齢者

であり、高齢者の交通安全が叫ばれる所以である。 

 

  次の表は状態別死者の数で、歩行中は年度を問

わず約１/３、全て交通被害者とみることができる。自動

車等の乗車中死者も被害者ではあるが、加害者も含

まれているものと思われる。 

 

       自動車乗車中   二輪車・   歩行中 

自転車乗車中 

１９７０年   ３３．５％    ２９．１％   ３５．４％ 

１９９２年   ４０．１％     ３２．５％    ２７．１％ 

２０１８年   ３３．９％      ４０．２％    ３５．６％ 

 

交通事故の現状 

 

 ２０１８年現在の運転免許保有者は８２，３１４，９２３

人（７５歳以上の高齢者５，６３７，３９９人―６．８％を含

む）で、１９７０年の２６，４４９，２２９人、１９９２年の６０，

９０８，９９３人よりも随分と増加し、よりモータリゼーショ

ンが進んだ社会になったと言える。一方、減少したと

は言え、２０１８年の事故件数は４２２、９８６件である。

（事故件数ピークの２００３年の約半数に減少） 

次の表は「年齢層別・当事者別交通事故件数（第１

当事者）」で、免許保有者１万人当たりの事故件数を

示す。 

年齢層  事故件数   年齢層   事故件数 

２０歳代   ７４．２   ６０歳代     ４３．３ 

３０歳代   ４５．９   ７０～７４歳   ４５．９ 

４０歳代   ４３．２   ７５～７９歳   ５３．３ 

５０歳代   ４１．５   ８０歳以上    ６１．６ 

 

高齢者運転で悲惨な事故を起こし社会問題となっ

ている現状があるが、この表のデータからも、７５～７９

歳代及び８０歳以上で事故率が高くなっていることが

分かる。同時にあまり話題にはなっていないが、２０歳

代の事故率は高齢者にも増して高いのには驚かされ

た。 

 

交通違反 

 

交通事故と密接に関係のある交通違反についても

押さえておく必要があるだろう。「原付以上運転者（第

１当事者）の違反別・年齢層別交通違反件数」による

と、２０１８年の全国の違反件数は４０６，７５５件で、事

故件数よりやや下回る（９６％）数字である。 

  交通違反は２１項目に分類されており、違反は必

ずどれかの項目に分類され、重複してカウントされる

ことはない。紙面の関係から２１項すべてをここに書き

上げることは出来ないので、違反の多い順に８項目を

挙げる。 

       

 「安全運転義務違反」の５項目、①安全不確認 ②

脇見運転 ③動静不注意 ④漫然運転 ⑤運転操作、

及びそれ以外の ⑥交差点安全進行 ⑦一時不停

止 ⑧歩行者妨害らが上位にランクされている。なお、

①の安全不確認は １２８，２２４件、②の脇見運転は 

６６．９９９件発生しており、①＋②で４６％を占める。こ

の傾向は７０～７４歳代、７５～７９歳代、８０歳以上の

高齢者層も７０歳未満の年齢層とほとんど変わらない。

また、最高速度違反は４００件、酒酔い運転は１１７件

で違反件数として多くはない。 

 

高齢者の交通安全 

 

交通事故死、交通事故、交通違反について全貌を 
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述べてきたが、高齢者は交通事故の死亡率が高く、

第一当事者としての事故発生率も高いことがデータ

から分かった。さらに、今回のフォーラム中に、次のよ

うな趣旨の新聞記事が載った。 

「昨年の７５歳以上の運転者による死亡事故は４６０

件で、全体の１５％を占め、１９９０年以降で最多であ

った。」 前述のとおり、７５歳歳以上の運転免許所有

者は５，６３７千人（全体の６．８％）であるから、６．８％

の高齢運転者がいわば加害者として死亡事故の１

５％を占めたことになる。 

 高齢者の一員として自分のことを顧みても、“誰にで

も起こる体の衰えが”明確になりつつある。体の衰えと

は次のようなことと言われている。 

 

   １）視力・聴力が低下し、確認不足となる 

   ２）体力・運動機能が低下する 

   ３）視覚神経が衰える 

 

 体の衰えにも増して厄介なのが認知障害である。現

在、７５歳以上の高齢者は運転免許更新に際して、認

知機能検査を受ける制度になっていて、もし認知症

の怖れありと判定された場合は、医師の診断が必要と

なっている。 

 

運転時認知障害早期発見チェックリスト３０ 

 

運転免許更新の認知機能検査ではないが、次のよ

うなチェックリストをフォーラムに投稿した。３０問のうち

５問以上チェックが入ったら要注意と解説にある。３０

問全て紹介するのは困難であるので、いくつかを紹

介する。 

 

□車のキーや免許証を探し回ることがある。 

□今までできていたカーステレオやカーナビの操作

が出来なくなった。 

□車で出かけたのに他の交通機関で帰ってきたこと

がある。 

□運転している途中で行く先を忘れてしまうことがあ

る。 

□気が付くと自分が先頭を走っていて、後ろに車列が

連なっていることがある。 

□運転中にバックミラー（ルーム、サイド）をあまり見な

くなった。 

□合流が怖く（苦手）なった。 

□日時を間違えて目的地に行くことが多くなった。 

□以前ほど車の汚れが気にならず、あまり洗車しなく

なった。 

□運転自体に興味が無くなった。 

 

幾人かの方が自己チェック結果の投稿があり、４～

７問該当したとのこと。問の中には思わず笑ってしまう

ようなものもあり、  フォーラムの中で最も盛り上がった 

 

気がする。自分は無論、皆様も無関心ではいられな

いであろう。 

 

高齢者の交通安全保証 

 

  岡山県警察本部の作成した「高齢者のための交通

安全マニュアル」（平成３０年発行）３３頁の小冊子の

第１ページに「実践してほしい３つのこと」として次の３

項目が挙げられている。 

 

（１） 当事者意識を持つ  

自分が交通事故の当事者になるかもしれないこと

を常に考えながら交通事故を起こさない、交通事

故に遭わない気持ちを持つ。 

 

（２） 事故防止の情報を得る  

  交通事故で亡くなった高齢者の方は、交通安全教

育を受けなかった人が多いとのデータもあり。若い

世代の方も「高齢者を守る」という意識が必要。 

 

（３）  交通安全の輪を広げる  

  様々な形で得た交通事故に関する情報を友人 ・ 

知人に広めてこそ、その効果が発揮される。 

 

長年の交通安全活動から得られたエッセンス、教

訓が集約されたものとして、自分も直ちに実行に移し

ているところである。 

 

  もう一つ、運転者の立場からは４０万件に及ぶ交通

違反事例の活用が考えられる。前述のとおり、２１項

目の違反事項には、安全運転義務違反の上位５項目、

安全不確認、脇見運転、動静不注意、漫然運転、運

転操作、及び交差点安全進行、一時不停止、歩行者

妨害などがある。これらと自分の体力の衰えの程度を

考慮して、いわば事故に対する予防処置を計画する

ことが大切だと思う。自分の運転レベルを知るにはドラ

イブレコーダーによる交通安全指導を活用することも

出来る。これは警察からドライブレコーダーを借り出し、

映像をもとに警察官の指導を受けるものである。 

  危険を予測し、衝突を回避または被害を軽減する

自動ブレーキを装着した安全運転サポートカーが既

に実用化されている。ペダル踏み間違い時の加速制

御装置も付いており、誤操作による急発進を防げると

言う。自動車はいわば“人動車”であり、今後、安全運 
（８ページへつづく） 
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Teal Organization ＃２ 

 

会員／野林 文彦 

ASQ CQA/CQE/CQT/CSSBB 
 

 

5 月の会報誌にて、Teal Organization の共通特色

である「Self Management 自主経営」について内容を

ご紹介した。組織が本当に Flat 化となり、責任移譲が

可能であること、またそれを支える意思決定、相互サ

ポート、日々の改善の仕組みが大変にユニークであ

ることがあったと思う。書ききれなかった以下の２点に

ついて紹介を試みる。 

 

「Wholeness 全体性とそれを取り戻す努力」 

 

通常の組織内では、本当の自分ではない「仮面」を

掛けており誰もそれを不思議に思わない。 

自主経営(Self Management)では、組織内で行われ

る、「働く人の心を腐らせる矛盾や理不尽」が相当減

る。一例として、特色ある人事評価制度がある。部下

が上司を、同僚が同僚を評価する。社員それぞれは

周囲の円滑化に忙しくなり、上司や組織の上に揉み

手する暇もないのだ。「Morning Star 社の人たちは専

門的知識や仲間を支援しようとする意欲、付加価値を

示すことで権威を積み重ねる。この努力をやめると、

社員への影響力が落ちていくのだ、給料と共に。」著

名な経済学者のGary Hamelのコメントから、自分はシ

ンプルだがあるべき姿が本当にあることへの再発見の

驚きも感ずる。 

 

客観的評価がいつも正しく公平なのだと誰もが思う

だろうが、それさえも筆者は、「評価されるときには、客

観的になりなさい、というのは 悲劇的な誤りなのであ

る。」とも。天外伺朗氏は、ソニーの役員時代後半は

部下に、「考課表なんて適当に書いておけ。どうせ他

人なぞあなたのことちゃんと評価なんて出来ないのだ

から」と述べている。（部下のモチベーションはまた別

のアプローチで実践。） 

興味深いのは、同様に小さい組織下でも自主経営

を提唱する稲盛和夫氏の経営手法である。アメーバ

組織との相違感である。特色として挙げられている

（毎日の収支決算把握とガチガチの先行管理）には

それほど Teal 組織は注力していないのではと感じら

れる点である。稲盛さんとその経営手法には、過去 30

年注目もされ、実践企業も支持者も多い。ただ小生の 

 

知る限りでも、京セラは 23時終業が若い社員含めごく

当たり前、手法の心酔者しか出来ない等しんどい話を

耳にする。天外塾生でユニークな経営をする出路雅

明氏は、いろいろな手法を試してもがくものの上手く

いかず、「分析し詳しく現状把握していたところで売り

上げには伸びない」から辞めたというのがある。 

 

Teal に代表される新型の組織とその運営では、「滅

私」はどうも薄いのだ。「滅私」をせずとも、集団組織の

パフォーマンスは上がるというのである。 

情報の取扱いについても、これらの新しい組織で

は、経営陣のみに開放されるような経営数字も社員に

開放している。ブラジルで超人気企業の Semco 社で

はさらに掃除のおばちゃんに至るまで B/S 把握の教

育を徹底。それはリスクと思うのだが、そのリスクの中

に信頼で結びついた共同体を強化する力が眠ってい

るとする。上杉鷹山の米沢藩改革における財政状況

公開の要素がここにもある。 

 

筆者がこれらの組織の人と話をするとき、必ず「ここ

では本当に私らしく居られると実感します。」 認めら

れ、必要とされる組織、（お前の代わりなど幾らでも）

のようなことのない、安心して自分をさらけ出すことが

できる組織とし、それぞれの個人が、外世界から切り

離されておらず、全体性（Wholeness）を取り戻そうと

する努力を組織としても行うことを重要視する。（天外

伺朗氏は奇しくも同著と同じようにトランスパーソナル

心理学を引用、日常的に情動と身体性から切り離さ

れた状態にあることに気付かせることが重要とする。）  

このような組織の中で、「我々が思い切って自分自身

のすべてを職場に持ち込むと驚くべきことが起こる。」

と筆者は述べる。 

 

「Evolutionary Purpose 存在意義に耳を傾ける」 

 

筆者がこれら新型の組織で共通の内容として、どの

会社の Motto にも「競争」が出てこないのだという。

Tealではオレンジ組織で当然の「利益」が組織の存在

理由になっていない。空気のようなもので、空気はな

いと活動は出来ないが、空気が目的にはならないだ

ろうとのこと。 

  組織の存在意義に対する意識の変化と伴う周囲の 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

Management System News  Vol. 23, No.2  

 
５ 

変化は、これら組織で最も先行しているようだ。 アウト

ドア最大手のパタゴニアは、当時コスト３倍であったオ

ーガニックコットン採用にあたり、世界の農薬の 10 %、

殺虫剤の25 %が綿産業に使われている現状を我々で

も変えねばとした。今やそれが主流になるなど業界全

体に受け入れられた。同社はブレない方針で現在も

同じような活動を行っている。オランダの在宅介護の

ビュートゾルフも患者自らが地域での支援ネットワーク

を作っている。早く患者さんが良くなるのが彼らの存

在理由というのだが、進むほどに市場の縮小に繋が

ってしまうというのにだ。 

筆者はここで、「これら新組織は成長に固執してい

ないにも関わらず、目覚ましい成長率だ」を強調す

る。 

 

 その組織の中では、何が起こっているのか？前述の

「自分が自分らしく居られる」環境下では、 

筆者は「Sensing」やひらめきが起こると述べる。フラン

スの自動車部品でユニークな経営で知られるFAVIは、

司馬政次教授のブレイクスルー思考法、「情緒、美、

直観」に基づいた新製品開発法を導入。元々銅合金

には抗菌性があったが、「これを混ぜてステンレスみ

たいな色にしてみよう。そうしたらきっと..」の直観の下、

抗菌性がずっと向上した新製品が出来た。（しかも理

由はよくわかっていないという。）  

 

天外伺朗氏も同様に、チクセントミハイ博士の Flow

状態でのひらめきの数々とユニークな製品開発に繋

がった自身の経験を提示する。（さらにそのベースに

は、当時のソニーはトリニトロンで得た収益で、技術者

が本当に R&D に安心して集中できる環境であったこ

とも述べている。） 

 

  外環境の変化については、彼らの持つ、高速改善、

高速修正のサイクルが威力を発揮する。経営指標や

それを用いた経営をそれほど重要視しないこれらの

組織は、「Sensing」何か変だぞ、対策を！猛烈に高速

に回す。従来の組織は経営指標/経営管理部門/経

営承認/横展開と管理間接部門の多さだけ不効率が

容易に予想。実際に、リーマンショック時には、多くの

起業が大変な状態に置かれる中、これらの新組織は

管理間接部門がないことと、これらの高速改善のプロ

セスで、被害を本当に最小限に。Teal 組織は生命や

有機体ともいわれるが、「冬が来るというのに、対策委

員会で会議していたのでは間に合わないだろう」を簡

単な例として挙げている。 

 

良いことづくめの様にも思われるが、天外伺朗氏も 

 

言うように、「社員全体を信頼する等がかなり大変だろ

う」といった制約を述べる意見もある。弊害もあるようだ。

https://business.nikkei.com/atcl/forum/19/00021/0

93000012/?P=1 

 

中国のような国家動員資本力もなく、アメリカのよう

な優位性もない日本において、働き方改革も、

Innovation を同時に行なう必要のある日本では、考え

るべきアプローチであろうと思う。 

つい先日、小生も、この皆さん Happy で面白いこと

をしつつ、業績も上がっている起業の方と懇親会の機

会がありましたが、本当に面白い人ばかりで、ああこ

れが Tealかと認識した次第です。(了) 
 

参考：「ティール組織 マネジメントの常識を覆す次

世代組織の出現」 フレデリックラルー 

    「非常識経営の夜明け 燃える「フロー型」組 

織が奇跡を生む」 天外伺朗 

  他 
 

****  **** ****  ****  **** 

  

 
HACCPの 7原則における CCP決定樹 

 

https://business.nikkei.com/atcl/forum/19/00021/093000012/?P=1
https://business.nikkei.com/atcl/forum/19/00021/093000012/?P=1


IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

６                                            Management System News Vol.23, No.2 

 

 
 

HACCP閑談室から 

 
 

理事長  西原 美津子 

ASQ CQA／CHA／CBA 

 
 

はじめに 

 

昨年6月、わが国の食品衛生法が 15年ぶりに改正

され、食品業界の基本法とも言える同法(「食品基本

法」は別にある)の骨組みが改正されることになったた

め、食の安全を担う農林水産省や厚生労働省を主管

としたわが国の食品行政、各関連団体、並びに、東

京都を始めとする各自治体へと広がった同改正法に

よる反動の波は、影響度の大きさから、また、“食品”

が一国に留まらない国際問題であることから、わが国

にとっては、一年先に迫った“東京オリンピック”も要

因となって、地殻変動が起こったような感じがあった。 

当会がこの波に良い意味で巻き込まれることになっ

たのは、当会に監査プロである会員が少なからず在

籍されているため、“HACCP”のスキルを習得して日

本社会に貢献できる道もあるのではないかと考えたこ

とに発している。 

このような経緯から、6 月の『年次総会』で会員の皆

さまにご賛同いただいて、今期初めより希望者にご参

加いただいて当会内で“HACCP”の研修がスタートし

た。研修が進むにつれ、“食品”に対して、ある意味、

特別な念を持って向き合うこととなり、毎日、喫食する

食べ物に目が留まる一つ一つが気に掛かるようになり、

また、耳にする食品の話題の細部に興味が引き寄せ

られるようになった。 

そのような日常から拾った食に係る閑談である。 

 

その１：生活に現われた“変化”の話２つ 

 

“HACCP”はアメリカのアポロ計画の宇宙食の開発

に端を発し、欧州のコーデックスを中心として世界各

国で 50-60 年に亘って運用されてきた食品安全の手

法である。食品安全と云えば、食中毒や他の食品トラ

ブルの予防ということであるから、近年、著しく注目度

が上がってきた「リスク管理」ということになる。その趣

旨で“予防策”を念頭に食品を考えるようになると、自

然な流れで、人間の目では捉えられない微生物の係

わりが気がかりとなる。食品に微生物が残存していた

り、あるいは、不十分な管理により二次汚染や交差汚 

 

染を起こして、あらぬところに微生物を付着させたりと

いった可能性への対策が常に頭によぎるようになり、

いつの日か、わが家の冷蔵庫に温度計が置かれた。

これが最初に現われた“変化”である。 

 家庭の食事で中毒を起こすことはまずないので、温

度計を冷蔵庫に入れて食中毒を防ごうなどという意図

はなく、動機は微生物の増殖が温度に関係するから、

冷蔵庫内の食品の温度を測定してみようという単なる

興味からである。とは言え、これにより、わが家の冷蔵

庫内の温度が 7-8 月の暑さがピークの頃に常時 2℃

～6℃であることを知った。多くの一般食品が『保存：

10℃以下』と表示されているのは、食品表示法で要求

されているからではあるが、「予防」の点からは、冷蔵

庫内で保存して欲しいという製造者側の消費者への

注意喚起の表示である。この点では、わが家の冷蔵

庫は、製造者の意図を逸脱する可能性はなさそうで

あることが確認できた。また、わが家の冷蔵庫内の温

度は予測していたよりかなり低めであることも知った。

余談であるが、冷蔵庫は日本製の“白物”ではなく、

10年ものの全面が真っ黒であるから“黒物”と言うべき

か、旧型の GE 製でチルド室もないから、温度はチル

ドではない普通の庫内温度である。 
      

      
 
最初の“変化”からしばらくすると、同じ微生物への

関心からか、調理用のまな板で食肉・魚肉を処理した

あと、野菜・果物を同じまな板で扱うことによる交差汚

染の可能性を再認識するようになり（20 年前は常識と

して認識していたはずであるが）、調理用のまな板・包

丁などの調理用具、食器、その他のキッチン用品に

微生物を付着させないようにという意識から、今度は

“除菌剤”が登場した。これが次に現われた“変化”で

ある。多くのご家庭では、とっくに利用されているよう

な簡易な代物であるが、これまで鈍感に扱っていた調

理用のまな板が気がかりの標的となり、食材がまな板

に載るつど水洗いして“除菌”というステップが加わっ

た。どこか仕出し屋の調理場もどきのキッチンである。 
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さらに言えば、冷蔵庫内の温度への関心が加わって、

特定の食材を保存する場合は、 まず“除菌”してから

保存用の袋に密閉して、冷蔵庫へ入れるという手順

が生まれる。 

因みに入手した“除菌剤”は高純度の純水使用で

アルコール度 77％の抗菌性で、果物・食肉・魚介類

ほか、どんな食品も一瞬で除菌できる噴霧式であるか

ら、作業は一瞬である。これまた余談であるが、入手し

た“除菌剤”は、動物実験で生殖異常の疑いが数年

前に米国で公表された P&G の「ファブリーズ」ではな

い。また、同じような除菌成分が含まれている花王や

ライオン製の国内品とも異なるアルコール 77％の海

外品である。 

 

その２：“HACCP”の実技演習の話 

 

さて、今期の活動としてスタートした当会の HACCP

研修の話に戻したい。期首に立案して実施されてきた

当会の研修は、東京と大阪の両地区において同じペ

ースで進み、現在、第 3回目の実技演習を終えたとこ

ろである。“HACCP”に関する歴史・背景・法規制や

理論など座学の方は、範囲が狭いこともあって、非常

に易しい内容である。しかし、HACCP の“実技”となる

と、難解そうに見えてくる。その範囲は、紀元前 4000

～5000 年に起源があるとされる身近な発酵食品のワ

インやヨーグルトの原理から、超近代の微生物が人為

的に設計改変される遺伝子技術に関する知識や経

験に基づくアプローチをせねばならないと捉えれば、

“実技”は単純ではなさそうに見えても不思議はない。 

 

 話は前後するが、昨年、農林水産省の補助事業

として開講された「HACCP の指導者セミナー」を受講

した際、筆者が“実技”の演習でいきなり“パンチ”を喰

らったような（少なくとも 2000 年に ASQ の HACCP 

Auditor の資格を取得した際に修得した“バイオサイ

エンス”の易しさの比ではない）感じにさせるものがあ

った。そのため、IQAI 研修では、“実技”の演習は、ワ

ークショップに先立ち、事前に各自が自由に食品を選

んで“HACCP”の 7原則（＝最重要リスクを回避・低減

する７段方式の手法－７段階の最も重要なのが p.5の

図に示す工程）をホームワークで実施し、グループの

ワークショップに臨む方式で実施することにした。 

 

この方式で各人が実践した”実技”の演習から、ここ

では“冷凍サバ”の事例についての話になる。サバの

漁獲と云えば、漁業が盛んな欧州で筆頭に挙げられ

るノルウェーを含む広く大西洋諸国にとって国際資源

であるこの海洋のサバは、日本のスーパーマーケット 

 

で扱われるサバの 7 割を占めるとのこと。しかし、話は

彼らの漁獲の話ではなく、わが国独自のサバの漁獲

法についてである。 

 

魚介類の鮮度には、他の食材と同様、温度だけで

なく処理に要する時間も重要な要素となることから、

低温を保つことと同時に迅速な作業が不可欠となる。

その作業要件に加え、冷凍処理をするサバは捕獲す

ると、魚槽→陸揚げ→魚市場→一時保管→冷凍選別

工場→凍結庫といった作業工程を経ねばならない。と

ころが、それらの工程でのサバの保蔵温度が微妙に

異なるのである。最初の「魚槽」は“‐1～3℃”で「サバ

を凍らせない程度のマイナスの温度帯」、次に陸揚げ

後の「魚市場」でセリ・入札や陳列等での温度は“‐1

～１℃”で「施氷又は冷海水による冷温管理」である。

さらに「一時保管」での保管庫内の温度は再び“‐1～

3℃”で、「サバを凍らせない程度で保管」となる。また、

最終工程の「凍結」は、サバのような“青物”は‐35℃と

するのが一般的とのこと。この閑談にお付き合いいた

だいている方々には、これらの保蔵温度や温度の定

義をどう感じられただろうか？これらの温度に留意し

ながら、実際にサバを保蔵しているとなれば、この独

自の漁獲法に“匠の技”を感じてワクワクしてホームワ

ークが楽しくて仕方ないと思う輩もいるのだが・・・。 

 

その３：“窮すれば通ず”で産まれた養殖ウニの話 

 

話は“HACCP”から少し逸れるが、最後の閑話は

ウニの話である。つい最近、テレビの番組で新しいウ

ニの養殖法というのを教えられた。テレビを観ていた

時間はわずかであったから、番組の意図を完全に理

解していたかどうかは怪しい。しかし、高級食材の代

表格とも言えるウニの話であればニュース性もあって、

その内容に引き寄せられたのかもしれない。ご存じの

方もおられるだろうが、チョットした面白話をご紹介し

たい。 

 

わが国のウニの漁獲量はこの 30 年間で、3 分の１

まで落ち込んでいるとのこと。原因は“磯焼け”の現

象に因るという。この言葉もその番組で初めて知った

が、近年の海水温の上昇に因り海に生える昆布やワ

カメなどの海藻類が枯れることを言うらしい。ウニは餌

となる海藻が生育している海域でなければ育たない

ため、それらが“磯焼け”した状態では、実入りも悪く

て収穫しても売れない代物になって、漁獲量も減っ

てきたということのようだ。それを救済するために、大

学の農学院の研究で養殖ウニが開発されることにな

ったらしい。ところが、ウニを養殖するには、海藻を与 
（８ページへつづく） 
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3 ページのつづき 

 

転サポートカーに期待するところは大きい。  

 

おわりに 

 

自動車の安全機能の向上と交通安全教育・訓練で、

全国の交通事故死亡者は減少の一途をたどり現在のレ

ベルに至ったものと思う。 さらなる向上を期待するところ

であるが、 その中で高齢者の交通安全は大切な課題と

位置付けられる。高齢者に対しては二つの考え方が交

錯していると思う。１つは少子高齢社会の中で高齢者も

しっかりと社会活動をして貢献したい。そのために地域

差はあるものの車が必要である。もう一つは身体機能の

低下に逆らわず免許を自主返納することである。どちら

を選択するかはもちろん個人の考えるところであるが、い

ずれの選択も勇気のいることである。 

フォーラムの中でどなたかが「高齢者の安全運転保証

は加害の可能性を含めた個人としてのリスクマネジメン

ト」と述べていたが、フォーラムを終わってみてその通り

だと思う。フォーラムに参加して下さった皆様と岡山県警

察本部水島警察署員の方に感謝を表して終わりとした

い。―終わり―  

 

***   ***   ***   ***   *** 

 
7 ページのつづき 

 

えればよいのだが、ご存じのように、昆布は高価なもの

であるから、高いコストとなって難儀である。そこで、海

藻に代わる餌を探さねばならないという苦肉の策から、

裏山に生えていたコストゼロに近い雑草を次から次へと

手当たり次第に与えていたところ、ウニの好物が“四つ

葉のクローバー”ということが分かったと云う。 

  ウニにクローバーと海藻を別々に与えて６０日後、天

然並みの大きさで“見た目”と“成分”を比較したところ、

養殖の方は色も鮮やかで、磯臭さが減ったことが分か

ったとのこと。テレビに映し出された水槽でウニが勢いよ

くこの草を食べているのを見て、 “窮すれば通ず”で産

み出されたものと知った次第。因みに、 クローバ―とい

う草はマメ科の植物で栄養が豊富とのこと。はて、 この

草は“四つ葉”でなく“三つ葉”ではダメなのか？ 番組 

 

で語っていたかどうか、筆者が聞き逃したのかもしれな

いが、ウニに訊いてみたい気もするが、不明である。 

     

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【年次総会の開催】 

♦年次総会が電子により下記の日程で開催されました。 

・日時：2019 年 6 月 2 日～11 日 

【会員フォーラムの実施】 

♦2019 年 8～9 月、「高齢者の安全運転保証」と題して会

員フォ r－ラムが実施されました。  

【HACCP 内部研修の開催】 

 ♦ 2019 年度の「HACCP研修」は、第 2 回及び第 3 回が

下記の通り、東京と大阪の会場で夫々開催されました。 

・日時（第２回）：７月29日(日)、8月7日(水)－東京 

          8月11日（日）－大阪 

・日時（第３回）：９月15日(日)、10月22日(火)－東京 

          10月14日（月）－大阪 

【化学物質管理者セミナーの開催】 

♦2019年度の化学物質管理者セミナーが開催されます。

詳細はIQAIウェブへ：www.iqai.org/j00/j07-03.html 
 

                         (IQAI 事務局／安岡 均 

  
編集後記 

 

ラグビーのワールドカップは、日本チームの活躍

により、大いに盛り上がった。国際色豊かな日本チ

ームは、今後の日本企業の一つの見本となるので

はと思う。また、今回、日本を訪れた人から日本文化

や日本人のおもてなしの心について、賞賛の声も多

く聞かれる。ただ、このような記事が溢れることにつ

いては、違和感がある。本当に日本人は、弱者に優

しいのであろうか、寛容なのであろうか、という点であ

る。そのような余裕のある社会ではなくなってきてい

るように感じる。 

このような中、一瀬監事からは、世間で責められ

がちな高齢者ドライバーの数字に基づく客観的な議

論、野林会員からは、硬直した組織に対する新たな

提言、西原理事長からは、新たなビジネス切り開く

姿勢を学ばせて頂いた。（安岡） 

 

 (安岡) 




