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古代ローマの最大版図 
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IQAI／理事  安岡 均 

約 2000 年前、古代ローマ（以下ローマと記載）の

時代、左図の色付きの部分は、ローマの治政下にあ

り、少なくとも約 200 年の間、地中海世界で戦争がな

かった時代があった。いまだに 200 年間、この地域で

戦争がなかった時代は、ローマ時代のみである(帝位

をめぐる争いはあり)。今、この地域は、約 50ヵ国程度

に分かれている。 

何故そのようなことが可能であったか。ローマによ

り、安全及び食は確保され、道路、水道のインフラは

整備され、法治国家であったことは事実である。その

ため、住民は恐らくある程度納得して税を納めてお

り、ローマがうまく機能している時代は、税負担もそれ

程重いものではなかったようである。 

整備された交通網のお陰で、各地域の産物の売

買が盛んで、ローマ滅亡で分裂した後、この地域が

ローマ時代の経済力に再び追いつくまでに 1000 年

以上を要したと言われる。各地方は、自分達の得意

な産物に特化し、大量にその産物を作ることに徹し、

通商を行った方が、ローマ全体の効率は高くなって

然るべきである。

ついこの間までは、グローバリズムの名の下に世

界中の通商が盛んであったが、新型コロナウイルス

が世界中に蔓延し、モノを供給できることを悪用する

国家も出てくるようになった。それが、人命にかかわ

るものであったため、改めてリスクに気が付いた人や

国家が大半であったと思う。 

この非情な現実を目の当たりにし、経済性をある

程度犠牲にしても、自分達に本当に必要なモノは、

自分達で調達出来る体制を築いていかねばならない

と感じた方も多いであろう。 

国もその対策として、サプライチェーンを国内に戻

すべく金銭面の補助を始めており、良い事だと思う。 

民主主義国家は、徐々に国力の低下したローマ

が、蛮族により崩壊してしまった歴史を繰り返したくな

いものである。 
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新型コロナウイルスに関する考察 

 
 

大阪分科会／会員 森厚夫 

 
  

はじめに 
 

2019 年 12 月、中国・湖北省武漢市に端を発した原

因不明の肺炎は今年 2 月末には韓国、イタリア、イラ

ンをはじめ世界各国に広まり、その後１年も経たない

間に欧米など世界中に蔓延した。その正体は新型コ

ロナウイルス（以下、コロナと略す）。各国とも感染防

止の諸対策を実施しているものの一部を除いてほと

んどの国で終息の目処はたっていない。   

コロナ感染の広がり、感染防止対策、経済対策に

ついて我が国の状況を主に考察したい。 

 

コロナ感染状況 
 

中国に端を発したコロナの世界の感染者は４～５月

がピークで、７月頃に一旦減少したものの、その後再

拡大している。世界全体の感染者数は 10 月 2日現在、

3,430 万人、死者数 102 万人にも及んでいる。感染者

数が多い国は、米国７２8 万人、インド６３９万人、ブラ

ジル 485 万人である。現在も欧米、インド、ブラジルで

再拡大している。 

日本国内に於いても例外ではなく、１０月３日現在、

感染者数 86,163 人、死者数 1,612 人に至っている。

日本で感染者が多いのは、東京、大阪、神奈川など

大都市であるが、死亡率の高い都道府県は、徳島

6.1%、富山 6.1%、石川 6.0%、北海道 5.5%、愛媛 5.3%、

福井 4.1%があげられる。北海道を除き、北陸と四国地

方に集中している傾向がみられるが、この実態をどの

ように分析し、課題を明確にして対応しているか、今

後の推移に興味がある。 

 

感染防止対策状況 
 

当初、ほとんどの国がその国なりにコロナ感染拡大

防止策を優先して実施してきたが、景気の急速な落

ち込みから現在は経済対策との両立を掲げて対応し

ている。しかし、９月に入り、欧米でコロナの感染が再

拡大してきていることから、米国では通勤・通学以外

は外出制限、スペインでも首都マドリードの一部で外

出制限の再開、英国やフランスでは飲食店、集会人

員など規制の再強化策を打ち出した。 

 

一方、台湾、中国、韓国では、感染当初から移動

制限などの諸規制や PCR 検査で感染者を徹底的に

顕在化し、隔離してコロナの撲滅に取り組み、感染を

抑え込むなど成果をあげているのは注目である。日

本でも外出制限、テレワークの促進、風俗店・パチン

コ店の営業自粛、飲食店などの営業時間制限など経

済を犠牲にした諸対策を実施し、効果を得ている。し

かし、初期活動として、早期の入国制限、ＰＣＲ検査の

徹底を欠くなど初動のまずさがみられた。 

 

PCR 検査、抗原検査体制の整備がなかなか進まな

い。日本で開発された全自動の検査機器 

も外国で承認されて実績を上げているのに日本では

承認が遅れている。簡易キット型の抗原検査、唾液・

鼻腔の PCR 検査も保険適用外では個人負担２～４万

円であり、高すぎる。これでは政策的に検査数を抑え

ているようにさえ思える。フランスでは PCR 検査は無

料で誰でも受けることができる。 

 

 

 

現在、世界でワクチン開発競争が激化しており、今

は１日でも早いワクチン開発が待たれている。現段階

では、中国４社、米国３社、イギリス１社、ロシア１社が

先行していて、来春にはどこか１社でも多く成功してく

れればと願っている。ワクチンの早期開発は容易では

ないことは判るが、外国に頼るだけでなく、日本でも政

府がもっと積極的に支援すべきではなかろうか。 

 

経済対策 
 

疲弊した経済を立て直す一策として、国民に１０万

円の特別定額給付が４月に行われた。全国民一律と

いうところに最も賛否両論があった。その結果は、消

費割合は予想に反して増えておらず、大半は貯蓄に

回っていたとのこと。 

感染防止策により、製造業、飲食業、小売業、宿泊 
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業をはじめとして、倒産・閉店、業績悪化による解雇・

雇い止めが多く発生している。 事業経営難の支援の

ため政府は給付金支給、貸付制度、そして個人の収

入減に対する生活費特例貸付制度、住居確保給付

金支給制度など設けて支援している。これらの施策は、

緊急支援としては有効であるが、前回の特別給付を

反省してターゲットを絞った手厚い給付を行い、更に

生活再建に結び付く施策も望まれる。 

日本での感染者は今年９月をピークに減少し、現

在下げ止まりしている状態である。このような状態を踏

まえて、ウイズコロナ下の経済対策に転換している。

感染防止策で業績が特に低下している業界の支援の

ために、各種キャンペーンとして GoTo トラベルを７月

２２日から東京を除き実施している。10 月からは GoTo 

イート、更に GoTo イベント、GoTo 商店街などのキャ

ンペーンを順次進めている。GoTo トラベルについて

も、除外していた東京を 10 月から加えて実施している。

また、入国制限も条件付きで緩和される。どの施策も

必要ではあるが、無暗に推進するのではなく、推進し

ながらその結果をフォローして適宜分析し、対応する

ことが必要であろう。 

 
 
世界経済は、製造業主導で回復基調にあり、米欧

中はコロナ前に戻っている。一方、日本の戻りは鈍さ

が目立っている。この状態を政府はどう捉えているの

だろうか。 
 

あとがき 
 

過去の失敗を反省してコロナ対応先進国に学ぶと

共に、目先のことだけに捉われずにデー 

タで実態を把握・分析して活動し、やりっ放しにしない

活動を政府には期待したい。 

日本でコロナ感染が広まり始めた今春、夏になった

ら終息するだろうと考えていた人も少なくなかったと思

う。ところが意に反して、7 月になっても感染は増加し

た。それでも来春にワクチンが開発され、2～3 年で終

息して、生活は元の状態に戻るだろうと思っている人

も少なくない。しかし、コロナウイルスの終息は撲滅で

はなく共存であり、コロナ前の状態には決して戻らな

いと思われる。これからは、ウィズコロナの時代である

ことを認識し、如何にうまく共存して活動するかが課題

であろう。（以上） 

 

 
 

“任命”という語について 
 

「日本学術会議」が推薦した会員候補の一部に

ついて菅総理大臣が“任命”を見送ったことに関し、

10 月 5 日、内閣記者会でのインタビューに応じまし

た。総理は、学術会議に年間およそ 10 億円の予算

を充てていることや、会員が公務員になることなどを

指摘した上で、「総合的、ふかん的な活動を確保す

る観点から判断した」、また、「法に基づいて内閣法

制局にも確認の上で、学術会議の推薦者の中か

ら、総理大臣として任命しているものであり、個別の

人事に関することについてコメントは控えたい」と述

べたとのことです。質問のポイントを外された応答

に、質問者は果たして納得されたでしょうか？ 

 

これまで殆どメディアに取り上げられることのなか

った「日本学術会議」ですが、皆さん、ご存じでした

か？ＩＱＡＩ編集人が調べましたら、全国におよそ 87

万人いる日本の科学者を代表する機関で、科学を

行政や産業、国民生活に反映、浸透させることを目

的に昭和 24 年設立され、政府から独立して職務を

行う特別の機関として、210 人の会員と約 2000 人の

連携会員が、政府に対する政策提言や国際的な活

動、科学者の間のネットワークの構築などを行って

いるという解説がありました(“NHK 政治マガジン”)。 

 

このインタビューで言及された“任命”とは、「任に

命じる」という意味で、(テレビで直接聞いていたわけ

ではないので、言葉の意味に言及はなかったかもし

れません)、菅さんの定義は違っているのでは？とい

う素朴な疑問が湧きました。(英語の訳語は Appoint

で、任命の意味では他の代用語はありません。) 

 

これで思い出したのが別の問題です。近年のわ

が国の大学院の博士課程の学生数が減り続けてい

て（ピーク時の平成 15 年度の約 1 万 2 千人から、

昨年度は半分の 5963 人まで減少）、博士号取得の

数も欧米が増加傾向にあるのに対し、日本は 2008

年度の 131 人から 2017 年度には 119 人に（アメリ

カ、ドイツ、韓国の半分以下）まで落ち込んでいると

いう現実。科学技術立国であったこの国には懸念

すべき別の深刻な問題があるのでは？という別の疑

問ですが、皆さん、どう思われるでしょうか？ (西原)  
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食品安全システム監査の世界 

― 今と未来 ― 
 

理事長／西原 美津子 

ASQ CQA/CHA/CBA 
 
 

はじめに 
 

現在、わが国の食品業界に導入が期待されている

ＨＡＣＣＰについて、昨年、本会の会員フォーラムで、

数回に分けて、厚生労働省承認の小規模飲食店業

のＨＡＣＣＰシステムの例を解説させていただいた。こ

のような事情が働いたのか、年度明け間もない頃だっ

たか、ASQ の QP（Quality Progress）に掲載されてい

たポルトガルの食品監査の記事が目に留まった。わ

が国では、食品業界への HACCP 導入は施行令で期

限が定められていて(2021.6)、喫緊の課題である。そ

のため、食品業界に発信されている公開情報は余多

あるのだが、長年、筆者も海外の監査に携わってきた

一人であるが、海外の食品監査に関する記事に触れ

る機会は殆どなく、興味を引いたということもあったか

もしれない。本稿は、その記事から得た監査話を紹介

したい。 
 

食品業界のグローバル環境 
 
ご紹介するＡＳＱの記事に食品業界の権威ある団

体であるＧＦＳＩ（Global Food Safety Initiative）が頻繁

に出てくるため、ご存じの方も多いと思うが、食品業界

におけるＧＦＳＩその他権威ある団体について歴史的

なグローバル環境を簡単に振り返っておく。 

 

古くからマーケットを支配し、食品安全の統制を図

ってきた権威ある団体がいくつかあり、代表的なもの

を挙げると、FAO(国連食糧農業機関)とWHO(世界保

健機関)との合同で発足し、1960 年から世界基準であ

る「食品衛生の一般原則」を発行しているコーデックス

（Codex）の存在がある。次に、小売業・食品製造業等

で成る団体として 2000 年に設立され、今やグローバ

ルマーケットのパスポートとなっている GFSI の影響力。

また、コーデックス（Codex）の前述の世界基準に

Appendix として 1969 年に組み込まれて発行された

HACCP は、実はアメリカで開発された宇宙食の管理

ツールが起源であるという歴史的事実だけではない

が、食品衛生では常に世界をリードしているアメリカの

FDA の存在と発信力は圧倒的である。さらに、 2005 

 

 

年に発行された ISO 22000 と並んで、ISO ではＧＦＳＩ

に不十分と判断されて誕生したFSSCもＩＳＯに追随す

る補完規格として常に注目されている。 
 

作者の Nuno F. Soares, Ph.D.について 
 
ご紹介する ASQ の記事の作者は Nuno F. Soares, 

Ph.D.である。氏は、ポルトガル食品安全専門家協会

に属する上級会員で、長年、食品業界でコンサルタ

ント・指導者をされているとのこと。また、記事の中で

は、20 年以上、食品工場を運営されていた人と紹介

されていた。経歴から、氏はポルトガルで活躍されて

いる食品プロであり、監査プロということである。 
 

食品安全システム監査とは何か？ 
 
氏の記事で最初に示されていたのは、「監査とは何

なのか？」という問いかけである。ISO 19011 の定義を

引用し、「GFSI ベンチマーキング規定 *(下の注参照)」に示

されている定義と比較している。 
 
(注：GFSI の監査規程は、スキーマのベンチマーキング 

を適用して、監査の重複を減らし、コストカットと安全性向

上の両方を可能にすることが設立の目的とされている。そ

のため、サプライヤーの個別監査を避け、食品安全のスキ

ーマを GFSI の指針文書と比較して良否を判断する認証

方式をとっている。) 
 
記事に示されていた要旨を次に紹介する。「監査の

定義の一つは、ISO 19011 “Guidelines for auditing 

management systems“に規定された定義がある。最新

の 2018 年版によると、客観的証拠を入手し、どの範

囲・程度で監査基準が満たされているか、客観的に

判断するための体系的かつ独立したプロセス」と説明。

この ISO 規格の定義にさらに付け加えて、「2011 年版

からの定義の変更は、監査証拠を客観的証拠へ置き

換えただけであるから、ISO では客観的証拠の重要

性を強化している。」と注釈を加えている。 
 

一方、「GFSI ベンチマーキング規定」に示された監 

査の定義はもっと詳しくなっている。活動及び関連結

果が適合スキームに合致しているかどうか判断し、そ

れによって、製造設備の評価と併せ、サプライヤーの

マニュアル及び関連手順書をレビューして、スキーム

の要素が網羅されているか判断するための体系的か

つ機能的に独立した調査」と説明。双方に共通してい

るのは、「監査は監査基準に適合していることを判断

するための体系的かつ独立したプロセスである」。 

 

さらに、定義の意味を掘り下げて、「この体系的プロ 
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セスである監査には二つの主要な役割がある」とし、

次のように定義を 2 つに分けて解説を続けている。 

 

「１.食品安全システムは、監査基準を満たすことが

できるよう計画・構築されていることが確証できること 

2．実施した活動が、有効であるとされた計画の内

容と合致していることが検証できること」 

定義の意味を 2 つに分けた解説の趣旨は、一つ目

はシステムを是と証明できること、二つ目は、是とした

システムの運用で実施された活動が計画した通りであ

ることが検証できる必要があるとしたものである。 

この解説で、1970 年代に筆者が初めて接したＡＳ

ＭＥ(アメリカ機械学会)のジョイントレビュー（ASME と

検査機関との合同審査）では、常に上記定義の 1 の

部分と 2 の部分が別々に実施されていた伝統的な監

査方式であった懐かしい古い記憶が蘇ってきた。 
 

 
 

図１. 食品安全システムの 4 段階 

 

氏の記事では、食品安全システムは、上図のような

4 段階があるとした説明を添えている。 

「第１の段階は、組織で何を実施するかによって、

あるいは、法律、判断基準、適合スキーム・システム等

によって、何を実施すべきかを検討すること。 

次に何をするかを示すこと。即ち、監査基準に適合

するためには何を計画するのかを明示することである。

しかし、これだけでは十分とはならない。 

さらに重要となるのが第 3 段階であり、示された通り

に実施すること。日常作業では、要員は決められた手

順に沿って職務を実施することである。 

最後の第 4 段階は、そのプロセス又は手順は計画

した通りに実施された証拠が常にあることである。 

監査では、監査員は実施するとしたことを確証 （是 

 

 

と決定）できる証拠が確認できれば、現場に出向く。

現場では実施するとしたことが実施されていること、及

びそれを証明できる証拠を見つけることである。」 

氏は、図を添えて監査の基本を順序だてて一つ一

つ論理的に説明しているが、特段の話ではなく、監査

のイロハである。 
 

『監査員』に求められる要素は何か？ 
 

『監査』を実施している間は、『監査員』は監査基

準・要求事項等に照らして、適合性を確証・検証して

いかねばならない。そのため、『監査員』には相応の

特性と知識が求められている。 

「食品安全システムを改善するツールとして『監査』

を利用する場合は、『監査』は独立した形で実施せね

ばならない。偏っていたり、利害が抵触したりしてはな

らず、体系的で、文書で裏付けられたものでなければ

ならない。『監査員』における 2 つ基本要素、即ち、個

人的特性とスキルは個人に依るものであって、食品安

全に特化したものではない。典型的な例で言えば、

『監査員』は、倫理的な挙動がとれ、統制された鋭い

観察力を持つ（好奇心が強いとさえ言える）人、さらに

は、しっかりした外交的なアプローチができる人である。

『監査員』及び『監査』に必須の要素を図２に示す。 

 

 
 

図２. 監査員及び監査における要素 

 

『監査員』は、対応者にどのようにインタビューし、シ

ステム監査はどのように行い、監査報告書はどのよう

に作成し、とりわけ、積極的に耳を傾けることができる

スキルから得られるものが重要となる。当然、ピラミッド

の頂点に示すのは、食品安全と業界に関する知識で

ある。『監査員』には、組織及び監査対象となる製品ラ

インに適用する法律・要求事項・監査基準等につい

ての知識は、最優先となるものである。『監査』から 
(8 ページへつづく) 
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目の不自由なおじさんとの出会い 

 
 

ＩＱＡＩ 監事／一瀬  功 

 
 
 

はじめに 

 

今年経験した、目の不自由なおじさんとの出会い、

おじさんの連れていた盲導犬のこと、視覚障害者を支

援している団体、NEXT VISION のことを述べてみよう

と思う。私は身内に障害者がいることからか、障害の

ある方がおられると少しでも役に立ちたい気持ちがど

こかにあるように思う。もっとも８０歳を超えた自分もご

近所の皆さん、車中の皆さんに親切にしていただくこ

とが増えてきて日頃から感謝している。 

 

１． 目の不自由なおじさんとの出会い 

 

今年の１月、まだ正月気分が取れない頃、実家か

ら倉敷に帰るべく阪急神戸線の西宮北口駅のホーム

に上がると、目のご不自由な初老のおじさんが盲導犬

を連れて列に並んでおられた。私も同じ列に並び、乗

車後も車内で座席を案内すべくエスコートした。自然

の流れで、おじさんと盲導犬の隣の席に座り合わせた。

丁寧にお礼を言われてやや恐縮したが、そのおじさ

んはお喋り好きで、三宮に着くまでの１５分間喋り続け

であった。日頃はあまりしゃべるチャンスがないのかも

しれないと思いながら、「聞き上手」になっていたが、

彼の話の要点は凡そ次のようであった。 

 

彼はこれから神戸の「NEXT  VISION」へ行く。そこ

では ips 細胞を目の治療に役立てる研究をしていて、

それに協力しているという。そして、名刺大の黄色の

カードを差し出された。そのカードには、 

 

「Thank you! お手伝いくださってありがとうございま

した。i see! 運動 視覚障害者のホントを見よう」 

「公益社団法人 NEXT VISION は i see! 運動を推

進しています。視覚障害者の手助け方法を広めて

ください！」 

 

などと書いてあった。このカードを１００枚集めたら、表

彰されるというが、気の遠くなる数字で、これは不可能

に近い。彼が話している間、相棒の盲導犬（ドーベル

マン）はおとなしく彼に寄り添って、私にも時々視線を 

 

 

送ってくれていた。盲導犬は大型犬である必要がある

という。万一ご主人の彼に危害が及びそうになった時

には、盲導犬が身を挺してご主人を救うので、小型犬

では役に立たないらしい。訓練して盲導犬に育てるの

は大変なことだろなと思ったが、その疑問は図らずも１

週間後に明らかになった。 

三宮駅でお互いは別れ、彼は愛犬と一緒に颯爽と

街へ出て行った。私にとってこの１５分間は貴重な経

験であった。 

 

２． 盲導犬 

 

この出会いがあった１週間くらい後、盲導犬に関す

る新聞記事（朝日新聞 2020.1.14 付け）が目についた。

１週間前の出会いがなかったなら、多分、見過ごして

いただろう。 
  

        
 

記事の見出しは「盲導犬 止まらぬ減少」とあり、主

な内容は次の通りであった。 

 

１） 盲導犬は、生後２か月を過ぎて一般家庭に約 

１年預かってもらい、人間社会に慣れて後に訓

練に入る仕組みである。以前は、子供の情操教 

育にもなると引き受ける家庭も多かった。 

 

２） ところが、少子化や共働きで預かってくれる家庭 

が減っていること、マンションが増える都市部で

は盲導犬向きの大型犬は飼いにくい現状があ

る。 

 

３） また、財政面にも課題がある。盲導犬を育てる各 

団体の運営は寄付金に支えられているが、伸び

悩んでいる。１頭あたり百数十万円～200 万円の 
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補助金が行政から出る仕組みはあるが、1 頭 500 

万円と言われる育成費用は賄いきれない。 
 

  ４）国内の視覚障害者は 2009 年に 164 万人

であったが、2030 年には高齢化などで 200

万人に増えると推計される。一方、国内の盲

導犬は、2009年の 1070頭をピークに減り続

け、2018 年には 928 頭になった。関係者の

間では、対策の必要性が論じられている。 
 

  ５）一方、盲導犬以外の選択肢が増えてきた。 

国が 2011 年に導入した「同行援護」制度で、

外出時にガイドヘルパーさんに同行してもら

うことができる。 

 

６）技術の進歩も目覚ましく、視覚情報を音声に

変えて教えてくれるスマートフォンのアプリが

登場した。障害者の自立を支援するラビットの

社長は「世話の手間はかかるが、犬との暮らし

にはそれ以上に得るものがある。選択の幅を

狭めないでほしい」と言っている。 

 

３． パラリンピックへの期待 

 

駅のプラットフォームで目の不自由なおじさ

んに出会ったことから、視覚障害者の支援団体

や盲導犬のことを少し知ることができた。日本で

は街の設備が充実してきたので、障害者への

声掛けが少なくなっていると聞いたことがある。

おじさんに頂いたカードに書いてあった「お手

伝いくださってありがとうございました」を見て、

勇気を出して声をかけてよかったと自分勝手に

納得している。お手伝いと言えるようなことはし

ていないが、15 分間、時に質問を交えながら彼

の話の聞き役になり、2 人プラス 1 頭のコミュニ

ケーションが図られたと思う。もし、１～２か月あ

との新型コロナの蔓延期であったならば、車中

でこのようなコミュニケーションはとれなかったに

違いない。新型コロナは人々の命だけでなく、

人々のコミュニケーションも相当に妨げている。 

予定通りであれば、来年の夏には東京オリン

ピック・パラリンピックが開催される。パラリンピッ

クには世界の視覚障害やその他の障害を持つ

アスリートが多く出場されるであろう。競技では

日頃の訓練の成果を十分に発揮されることと同

時に、競技者や競技者以外の多くの人たちとの

コミュニケーションを通して、お互いの友好と理

解を深められることを心から願っている。 

（おわり） 

 

 

 
紹介記事「公益財団法人アイメイト」より 

 

アイメイトをめぐる誤解の一つに、盲導犬の先

進国は、イギリス、ドイツ、アメリカなどの欧米諸国

で、「日本は外国のやり方を真似て盲導犬を育成

してきた」というものがある。確かに盲導犬が社会

で活躍している地域は、欧州、北米、豪州、日本

にほぼ限られる。 
 

ただ、注意しなくてはならないのは、殆どの場

合、各国内には盲導犬育成団体が複数あり、そ

れぞれ視覚障害者福祉に対する考え方や方針、

育成法が異なるということだ。例えば、アメリカな

ら、16 団体、ドイツでは地域支部的な団体・個人

を含め40もの育成機関がリストアップされている。

つまり、「国」を単位にして進んでいる、遅れてい

るとは、必ずしも言い難い状況なのである。 
 

では、日本の状況はというと、その歴史は戦後

からであり、欧米に比べて浅いにも関わらず、11

もの団体がひしめいている。しかも、それらは全て

独立した別組織で、地域支部などは含まない。そ

して、強調しなくてはならないのは、「アイメイト協

会」は、日本では最初に盲導犬の育成法を独自

に確立し、1957 年に初の国産盲導犬『シャンピ

イ』と使用者の河相冽さんのペアを世に送り出し

た塩屋賢一直系の育成団体であるという事実だ。 
 

国内で 2 番目の実績がある(公財)日本盲導犬

協会も、塩屋賢一が設立に関わった団体である

が、ある時期から、他の理事らとの間で、盲導犬

育成事業に対する考え方の違いが表面化し、賢

一は「盲導犬は盲人の目である」というポリシーの

もと、1970 年に弁護士を通じて日本盲導犬協会

から決別した。 
 

決別後の日本盲導犬協会を含む後発の他の

10 団体は、賢一が成し遂げたように、前例を真似

ることなく、一から実地を重ねながら独自の育成

法を生み出したという歴史を持たない。・・・(中

略)・・・少なくともアイメイト協会が育成する盲導犬

に関して言えば、『アイメイト』という独自の呼称が

示すように、それは純然たる Made in Japan という

ことである。また、今、海外で活躍する Made in 

Japan の盲導犬はシンガポール在住の Lim Lee 

Lee さんのアイメイトだけである。 

(編集部で転載) 
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5 ページからのつづき 

 

得られるものがどれほどであるか、教育、訓練、及び経

験は不可欠である。 

 

『監査』の未来は？ 
 

『監査員』の知識とスキルを評価して調整を図るのは、

確実に未来に向けた重要な目標となる。『監査員』の能

力は、最低限の適性の確保だけでなく、プロに対する信

頼や監査プロセスに対する信頼を樹立する上でも重要

である。最近、GFSI に関する知識について試験が出さ

れた。これはGFSIで承認された全てのプログラムについ

て、『監査員』に当該範囲のスキルと知識があるかどうか、

一貫した評価方式を示す一歩と言える。 

GFSI で認められた認証プログラムを監査しようとする

『監査員』は、特定の技術的なスキルと同時に標準的な

監査スキルに疑問を抱くこともあるだろう。 

 

重要となるもう一つの側面は、食品安全監査による付

加価値についての認識である。『監査員』は、組織及び

組織の食品安全システムに益するプロセスとなるように、

自身の権利であらゆることをせねばならない。技術は著

しい歩みで進化し続けるが、この瞬間にも、監査の新し

いツールや技術への適応は遅れていることはないか。

“スマートグラス”のような新技術は、未来における監査

の役割を果たすようになることを予見するのは難くない。

多くの人が、このツールで出張コストをどれだけ下げられ

るか、同じコストでどうやって監査の数を増やせるか。注

視すべき様々な提言が出てくるだろう。」 

 

おわりに 
 

今回の ASQ のＱＰからの紹介記事で、作者ご本人が

意図されていた趣旨が伝えられていれば、幸いである。

氏が強調されていた「監査員のスキルから得られる情

報」が、どれほど価値を有するものとなるか、筆者も同感

である。また、ニュース性のあるＧＦＳＩの試験は、わが国

でもＪＦＳＭから通知が出ていた。後の展開を予測して関

心を呼んだのか、受験者も相当数に上っていた。ＧＦＳＩ

試験でスキルに関する疑問に触れていたが、その具体

的な内容には言及がなく、伺ってみたいと思った。(完) 

 

 

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【理事会の開催】 

♦７月 18 日(土)・・2020 年度 第２回理事会開催 

9 月 12 日(土)・・2020 年度 第３回理事会開催 
 

【ウェブ研究会のご案内】 

♦会員の「ウェブ研究会」が下記の要領で再開されます。 

・期間：2020 年度後期（2020 年 10 月～2021 年 3 月） 

・日程：毎月第 3 土曜日 15:00～16:30 

・場所：IQAI ウェブ会議室 (下記のＵＲＬ) 

https://whereby.com/iqai.qualitymeet 
 
【化学物質管理者セミナーのご案内】 

♦2020年度の対外活動の「化学物質管理者セミナー」は、 

下記の予定で開催されますので、ご案内します。 

・日程：2020 年 11 月 28 日(土) 13:00～17:00 

・場所：東京目黒区 下目黒住区センター 
 

                         (IQAI 事務局／安岡 均) 

 
編集後記 

 
森氏からは、紆余曲折のあった新型コロナウイルス

に関しての国の対応について、総括して頂いた。全く

その通りであり、まだ長い旅になりそうである。西原理

事長からは、監査の真髄を改めて教えて頂いた。「監

査員の能力は、最低限の適性の確保だけでなく、プロ

に対する信頼や監査プロセスに対する信頼を樹立す

る上でも重要である」という言葉に集約されていると感

じる。一瀬監事からは、身近に遭遇した出来事から、

多くの事を学ぶことが出来ること示唆頂いた。障害の

ある方への声掛けは、勇気がないと出来ないものであ

る。新型コロナウイルスの影響で、今まで当たり前と思

っていた事がそうでないと気付かされた例は、枚挙に

暇がないであろう。在宅勤務を経験することにより、時

間の余裕が生まれ、家族との時間が増え、何が大事

か考え直した人や、多くのことを見つめ直し、新たな出

発に繋げる人も多いと聞く。そしてデジタル化は、新型

コロナウイルスによりで２年分ぐらい一気に進んだとい

う専門家もおられた。今後もこのようなパラダイムの変

化に柔軟に対応していくことが大切である。(安岡) 
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