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IQAI／理事  安岡 均 

 

「人は同じ過ちを繰り返す」と言われる。自分自身

も同じ過ちを繰り返していると思う。また、組織（会社）

も国（政治）も人が運営しているので、規模の大小、

期間の長短はあるが、長い目で見れば類似の過ちを

繰り返していると感じる人は多いと思う。政治の判断

は、今までその結果が明確になるまでに長い年月を

要するケースが多かった。ある問題が発生した際、元

の原因は、数年前のある判断であり、それが問題とし

て顕在化してきたのが今、といった具合である。その

際、以前、責任を持って判断した人は、問題が発生

した際は、その職にはおらず、場合によっては引退し

ているケースもある。それ程、判断から結果までに時

間を要する場合が多かったのでは思う。今回の新型

コロナ感染症の場合、政治判断の結果が、すぐに誰

にでも分かる形で現れる稀なケースではないかと思

う。今までのように、喉元過ぎれば忘れられていたと

いう事がないため、政治の迷走ぶりがはっきりと国民

に分かってしまったと感じる。 

イギリスでは、当初、新型コロナ感染症の対応では

大きく出遅れていたが、今年に入ってから、政治判

断を“Date”ではなく“Data”で判断すると明言した事

をニュースで知った。具体的には、ロックダウンをい

つまで（Ｄａｔｅ）行うと言うのではなく、感染者数が何

人（Data）になれば、どのようにするといった具合にデ

ータで物事を決めていくやり方である。未知の課題に

対しては、このデータで考え、判断していくことが、重

要であることが改めて浮き彫りになった。残念ながら、

日本とは真逆の対応である。 

日本の場合、このようにデータで物事を決めていく

ということが、あまり得意ではないと感じている。一

方、大きな問題が発生し、大半の人が対策必要と認

識した場合は、時間はかかるが、法整備を行い、しっ

かりと対策を取ることもできるとも考えている。過ちを

繰り返さないという意味で良い方に期待したい。(了) 
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新型コロナを通して見えてくること 

 
 

大阪分科会／水本 光春 

 

１．はじめに 
 

平成から令和への御代替わりとインバウンドに

よる旅行者が溢れ賑わっていた市中の雰囲気が、

新型コロナウイルスの感染拡大であっという間に

過去のものになってしまった。僅か 1年余の間で
このように様変わりすることを予見できた人はい

ないであろう。 
情け容赦なく侵略してくるコロナウイルスは、

まさに人類の「敵」であり、今は「戦時」と言っ

ても過言ではない。しかし、コロナ禍に対する多

くの一般市民の発言や行動を見ていると、そこに

「戦時」の認識は乏しく「平時」の感覚をそのま

ま引きずっているように見えるのは私だけであろ

うか。そうした視点から想いを綴ってみたい。 
 

２．「平時」と「戦時」 
 

少しずつ敵の正体は解明されつつある。しかし、

その一方で「変異ウイルス」という新たな敵も現

れている。未知なる敵に対して、当局や専門家の

皆さんは精一杯の努力をされているにもかかわら

ず、多くの一般市民は「平時」と同様に具体的な

対応策をしきりに求めているのを見ると情けなさ

を否めない。 
「戦時」には「平時」の論理は通用しないこと

がまるで分っていないのではないか。神出鬼没な

敵の動向と、その正体についての限られた情報、

それを踏まえて行動しなければならないのである。

急激な変化に戸惑いがあるのは止むを得ないこと

であるが、生き延びるにはその変化を素直に受け

入れ、対応していかねばならないのである。これ

は歴史が教えていることでもある。 
 

３．予防（防衛）作戦 
 

新型コロナウイルスは、「飛沫感染」と「接触感

染」によって感染（侵略）が拡大することが判っ

ている。その予防（防衛）対策として「３密」の

回避が効果的と言われている。すなわち、 
｢密閉」…密閉された空間で換気の悪い場所のこと

｢密集」…人が密に集まり過ごすような空間のこと 
 

｢密接」…不特定多数の人が接触する恐れが高いこ

と                 （厚生労働省HPより引用） 
 
限られた情報をもとに、このように明確な基本

的指針（戦略）が打ち出されている。その展開と

して如何なる具体策（戦術）を講じていくべきか、

それは市民一人ひとりがどのような環境に置かれ

ているかを踏まえながら冷静に判断し考え、そし

て行動することが求められている。 
 

４．生き残るための思考力 
 

マスコミの報道姿勢を見ていると、生き残るた

めに何を為すべきかについて本気に考える気があ

るのかと思うことがある。例えば会食での「３密」

回避について、４人までの会食ならば OK、５人以

上は避けるべきといったようなことまで当局や専

門家に言わせしめている。要するに、箸の上げ下

ろしまでこまごまと指示されないと何もできない

人達なのかと疑いたくなる。２人の会食であって

も状況によっては感染リスクが高くなることもあ

れば、５人以上であっても予防対策にきめ細かな

配慮をすればリスクは低くなるのである。 
 

 
 
一律の対応策が通用するのは「平時」のことで

あって、「戦時」には状況に応じた臨機応変な対応

が求められる。すなわち、コロナウイルスとの戦

いに生き残るためのリスク回避はどうあるべきか、

一人ひとりが置かれている環境において思考力が

試されているのである。それは、変化に対応し生

き残るための必要条件でもある。 
コロナ禍においてもなお、過ぎし日の「平時」

の生活スタイルが忘れられず、いつになったら元

の生活に戻れるのかといった発言をしている者も

少なくない。それは変化に対応できない人間であ

ることを自ら認めているに等しいのではないかと

思う。 
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５．先人の教え 
 

戦後７５年余概ね「治世」が続き、幸か不幸か

「乱世」というまでに至ることはなかった。しか                                            

し、今回の新型コロナウイルスの侵略によって「平

時」が損なわれ「戦時」下にあるとも言える。従

来の「治世」下での「平時思考」は通用しにくく

なり、「乱世」を踏まえた「戦時思考」を余儀なく

されている。 
先人の教えに「治に居て乱を忘れず」という諺

がある。今の日本人に問われているのは、まさに

これである。平和を望んでさえおれば、それが叶

えられるという何の根拠もないことに永年陶酔し、

浮かれてきたつけが回ってきていると言えなくも

ない。 
 
「平時」と「戦時」は、言わばコインの裏と表

の関係である。「平時」を確かなものとして維持し

ていくには、同程度に「戦時」のことにも対応し

ておかねばならない。健康な体を維持するために

何をすべきか、言を俟つまでもない。それと同じ

ことである。 
 

６．本質を見抜く力 
 

緊急事態発令下、国会議員が夜遅くまで外部で

会食していたから自分たちも自粛を辞めようとい

う短絡的な振る舞いをしている者も見られるが、

そうした行為は思考力の乏しい人間がやることで

ある。 
自ら考え本質を見抜く力を習得するには、人間

性や社会性などにおいて学ぶべきことが多いレベ

ルの高い人の言動に注目すべきであり、そうでな

い人間の言動を真似ても得るものはほとんどない

ことを強調しておきたい。「平時」における「リス

ク管理」、「戦時」における「危機管理」にバラン

スよく対応できる人は、本質を見抜く力、それに

アプローチできる思考力を有している方だと思う。 
 
本質を見抜くということに関連して、もうひと

言。最初の緊急事態宣言が発令された頃、パチン

コ店がやり玉にあがり俗にいう「自粛警察」なる

ものが正義面して入店を妨害するような過剰な行

動が見られた。しかし、冷静に振り返ってみると

パチンコ店でクラスターが発生したというニュー

スを私は知らない。おそらくそういう事態は起き

ていないのであろう。 
「一般社団法人 日本遊戯関連事業協会」のホ 

 
 

ームページに「パチンコ店における新型コロナウ

イルス感染者発生時対応マニュアル【第 1 版】」が

公開されている。内容を見ると「平時」から業界

を挙げてきめ細やかに真摯な姿勢で取り組んでい

ることが理解できる。私はパチンコはしないが、

その業界に対するイメージは変わってきたのは確

かである。先入観だけで判断することの危うさを

再認識した次第である。 
パチンコ店が営業を続けているのを見て「パチ

ンコ屋が開いているのに花見をして何が悪い！」

と開き直っている者もいる。そこまで言うなら「新

型コロナウイルス感染予防花見対応マニュアル」

（仮称）を作成し、Web 上に公開してからにして

欲しいものである。今年の花見に間に合うように。

冷静に状況を見て思考することができず、本質を

見抜けない人間の行為は迷惑なだけである。 
 

７．おわりに 
 

創業以来２００年以上続いている老舗の歴史を

辿ってみると、そのほとんどに共通しているのは

「変化への対応力」である。それは生き残るため

の基本である。 
江戸から明治維新などへの大きな時代の変化、

大東亜戦争など内外の戦乱、そうした数々の巨大

な変化、厳しい局面に臨んでも考え抜いて幾多の

苦難を乗り越え今日も事業を継続している老舗企

業が日本には多い。 
このように歴史を通してさまざまな先人の歩み

に触れることができ、そこから学べることは限り

ない。 
 
今回の新型コロナウイルス感染対策にもつなが

る個人的に取り組んできたことがある。自分の命

は自分で守りぬくという自覚をもってリスク管理

の一環とも言えることとして、健康管理に注力し

「免疫力」の維持・向上を意識しながら永年取り

組んできたことが挙げられる。その詳細は省くが、

自分なりに「治に居て乱を忘れず」を実践してき

たつもりである。                      （了） 
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アメリカの法規則 

― 21 CFR Part 1, Subpart M ― 
 
 

理事長／西原 美津子 

 

はじめに 
 

例年、年によって異なるが、当会は期の年度明けと

なる４～５月に年次総会を開催している。2021 年度明

けの総会は、2021 年 5 月 8 日、オンラインで開催され

た。その際、総会議案の一つに、IQAI の新しい事業

化案として、理事会から、『アメリカに輸出する施設及

び施設で生産される食品について監査を行って適合

証明を発行する認定機関』の案が上程された。当会

では、食品等事業者、とくに、中小規模の事業者支援

の HACCP 監査組織として、内部活動を 1-2 年ほど推

進してきているため、会員の皆さまには耳慣れた感は

抱かれたとは思う。しかし、上程された議案は海外の

話に飛んでいるので、一瞬、唐突な感じで何のことと

受け止められても致し方ない。そこで、堅苦しい話に

はなるが、今回の上程議案の背景にあるアメリカの食

品行政が適用している法規則の条文について、解説

してみたいと思う。 
 

総会議案の上程に至った経緯 

 

そもそもこの事業化案を理事会に持ち出すことにな

ったのは、現下の新型コロナウイルスである。昨年初

頭から続くコロナ禍の下、対外活動らしきことが何もで

きない閉ざされた環境に置かれ、何かデキルことはな

いか、模索する日常が続くことになって、ふと、行きつ

いたのがASQにつながるアメリカの海外事案であった。

早速、月例で開催していた理事会で協議が始まり、そ

の協議が総会に先立つ 4 か月ほど続いた。しかし、国

内の法規制ならともかく、アメリカ政府の法規則が支

配している話となれば、理屈が分かり難いのである。

理事会の議事も、総会も、総会後の懇談会も、どの場

面においても、関連資料の提示はできても、限られた

時間では必要最小限の説明はおろか、誰もが普通に

理解が得られるだけの十分な情報提供は叶わず、こ

の記事を寄稿するに至った。 
 

わが国の食品衛生法と輸出促進法の意義 
 

3 年前、わが国で、あらゆる食品等事業者に対する

義務化が決定された改正食品衛生法が発令された。 

 

それにより、政府は今年 6 月から HACCP 管理が徹底

されるという確たる自信をテコに、欧米に比して、輸出

を抑制されてきたわが国の過去 20 年の食品業界の

苦い経験を基に、食品の海外輸出を促進することが

国是となって、まず輸出促進法の法制化が発効し、

次いで、輸出促進法に基づいて、登録認定機関制度

なるものが創設された。輸出促進法の発令に伴って、

様々な政策が打ち出されているが、登録認定機関制

度もその一つである。制度の主務大臣は農林水産省

と厚生労働省であるが、輸出促進法は、総務省、財

務省ほか、他の省庁が組み込まれていて、食品の海

外輸出を促進することが国是となっていることが容易

に伺える。 

登録認定機関制度の創設の基である輸出促進法

及び関連の法律施行規則等の規定が決定されたの

は、わずか 1 年前の令和 2 年 4 月 1 日、最終決定は

今年に入ってからの令和 3 年 1 月 20 日のことである。

ＨＡＣＣＰ及び輸出促進法の国内法が、これから海外

に向けたわが国の食品業界にとって、一つの分水嶺

となることは間違いないだろう。 

 

アメリカ政府の認定機関制度 

 

さて、登録認定機関について、審査機関を認定す

るという単純な話であれば、わが国でも ISO9001 の初

版から第三者審査が 30 年以上に亘って行われてい

るから、その監査に携わってきた方々も少なからず当

会に在籍されており、そのスキームは容易にお分かり

いただけるかと思う。しかし、先の総会の上程案は、わ

が国を含む世界の加盟国で成る認定機関をまとめる

国際的な IAF（国際認定フォーラム）のような機関は介

在していない。つまり、ISOの審査スキームとは基本的

に異なっていて、理事会で選択した通商相手国のア

メリカで適用されている「認定機関制度」は、わが国と

アメリカの個別の事情が支配するのである。言い換え 

 



IQAI INTERNATIONAL QA INSTITUTE  

Management System News  Vol. 25, No.1  
 

５

れば、一国の行政の府が認定の執行権を有するはず

であるから、そのスキームを形作っているのは、相手

国のアメリカのはずである。その理屈に合点が行って、

アメリカの法規則（regulations）を探り出して読んでみ

たのが、表題の“21 CFR Part 1, Subpart M”である。 

 

21 CFR Part 1, Subpart M 

認定機関の要求事項 

 

米連邦政府の FDA（食品医薬品局）の 21CFR Part 

1 は、”General Enforcement Regulations”（施行規則

全般）であるが、Subpart M は、Part 1 に含まれた

Subparts A～Qの中の一つで、表題は“Accreditation 

of Third-Party Certification Bodies To Conduct Food 

Safety Audits and To Issue Certifications”とある。訳

すと、「食品安全監査を実施して、証明書を発行す

る第三者審査機関の認定」であり、認定機関の認

可要件を記したかなり分厚い条文となっている。その

スキームを知るには、“21 CFR Part 1, Subpart M”に

何が要求されているのかを理解することになる。そこ

で、アメリカ行政で適用している法規則 Subpart M に

規定されている一節を抽出して見ると、次にように定

められている。 

 

(a)第三者審査機関が施設及び施設の食品を監査し

て証明する能力を判断するために、必要に応じて、

(政府又は契約権利を有する法人として) 第三者審

査機関の評価を行う権限があることを実証しなけれ

ばならない。それには、次のようなことを実施する権

限を含む： 

(1)記録のレビュー 

(2)第三者審査機関の行った監査の代表例 (第三

者審査機関が個人の場合は、その個人の行った

監査の代表例) について監査状況を現地で評

価すること。 

（3)認定を受けた第三者審査機関の適法性をモニタ

リングするうえで必要な再評価又はサーベイラン

スを実施すること。 

(4)認定要件に適合していない場合は、認定の範囲

を保留、取下げ、縮小すること。 

(b)認可を受けた場合は、この Subpart M の適用要件

に適合するために、（政府又は契約権利を有する

法人として） 必要な権限を執行できる能力があるこ

とを実証すること。 

 

記録に関して次のことを実証すること： 

(a)契約上、及び、 この Subpart M の法的な義務を履

行するうえで必要な期間、 記録（文書・データを含 

 

む）を定めて管理・保管する手順書を運用してい

ること。 

(b）認可を受けた場合は、この Subpart M の報告・通 

知の要求を満たす能力があること。 

 

さらに、認可を受けた後の認定機関の要件として： 

(a)認可を受けた認定機関は、第三者審査機関を認 

定するのに先立ち、少なくとも次のことを実施 

すること。 

(1)外国政府又は外国政府代理人の場合は、政府

又は政府代理人の食品安全プログラム・シス

テム・基準等が資格要件を満たしているか判

断するうえで必要に応じて実施するレビュー

及び監査。 

(2)第三者審査機関として認定を求める外国の協

力機関その他の第三者の場合は、協力機関そ

の他の第三者のために監査を実施する代理店

の教育訓練と資格認定、及び、内部システム

その他の調査のレビュー及び監査。 

(3)上記(1)(2)の場合のレビュー及び監査は、代理

店の第三者審査機関が実施した FDA の適用

する食品安全要件に対する適法性調査のため

の現地監査の代表例について観察・所見。 

 

 

 

(b)認可を受けた認定機関は、Subpart M に基づく認

定条件として、報告・通知の要件に適合すること、

及び、FDA の 801(q)又は 806 に即して発行する食

品又は施設の証明を英語で電子文書として FDA

に提出することを第三者審査機関に同意するよう

求めること。 

(c)認可を受けた認定機関は、Subpart M に基づく第 

三者審査機関の認定の範囲を拒否、又は、取下げ, 

保留、縮小する等の記録を維持管理すること。記 

録には、第三者審査機関の名前・連絡先、認定の 

日付、拒否・取下げ・保留・縮小等を下した範囲、 

及び、その決定の根拠の記録が含まれていること。 

              (8 ページへつづく) 
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新状態に思うこと 

 
 

会 員／藤原 登  

はじめに 

新型コロナウイルスがきっかけとなり、これまでと違

った新たな生活様式及び環境対応などの新状態が

生まれつつある。昭和の高度成長期の製造業で約 40

年を過ごした者にとっては、戸惑うことが多いが、新た

に期待を持つ面もある。思いを寄せることについて述

べてみたい。 
 

その１ 一番大きな情報技術の変化 
 

DX（データとデジタル技術を活用しての変革。デジ

タル技術の代表としてはクラウド、AI、IoT 等）は間違

いなく企業の成長、並びに、医療や科学、情報などを

含む全ての分野に変革を与えるものであろう。既に実

用がある訳で、自分もその恩恵に預かっていることは

間違いない（日常生活での便利さ、様々な情報の素

早い入手などはその一例と思う）。 

自分の場合、DX 活用の関与ではなく、専ら情報技

術の活用レベルであるが、自宅から仕事をするテレワ

ーク、リモート会議、メールによる情報交換が突然に

大きく増えた。また、外に出ないため、居ながらにして

欲しい物を手に入れる通販の利用、切符のインター

ネット予約も増え、便利なものとして使用している。 

 

しかしながら、インターネットにおけるパスワード管

理と、必要情報全てを面談なくメールだけで処理する

ことに苦労を感じている。仕事先、ソフトウエア会社な

どで個別にパスワード設定があること、リモート会議の

場合の URL・パスワードの管理等々において、アカウ

ントやパスワードの更新・有効期限とかで苦情を言わ

れる現状である。携帯電話（スマートフォン）も便利で

あるが、使いこなせていない。今年 3 月、突然携帯電

話のテザリングのつながりが鈍くなった。電話ショップ

に問合せて、契約容量を上回ったことを知った。自分

で管理すべきだが、そこまでの気配りはなかった。会

議をリモートで行う場合、同じ ICT（例えば ZOOM）で

も相手によってパスワードの設定や URL へのアクセス

手順が異なる場合があり、都度の確認をメールでやり

取りするので時間を要する例がある。 
また、便利さにはリスクが伴うことに直面し、使用に

ついて警戒感を新たにした。（昨年だが、覚えのない 
 

ソフトウエア開発会社から誕生日おめでとうのメール

が届き驚いた。今年初めにクレジットカードの不正利

用被害にあった。）これらは、個人情報が外に流れて

いることを示しているわけで、対応を間違うと怖いこと

である。知識が乏しいことが原因であるが、それやこ

れやの背景から、ICT 仕様の厄介さに気が抜けない。 
 

最近は就職活動屋入学試験も現地に出向く必要

がないようである。教育もリモートが併用されている。

学校教育でパソコンやインターネットの授業を受けて

いる今の子供は十分対応できるのだから素晴らしい。

自分の場合、就職面接や入社試験をリモートで行うこ

とは不安で、多分ノイローゼになるかも知れない。何し

ろ、人と話していないことに心が休まらない。 
だがこれからの時代はますます情報技術が進化す

るであろうから、逃げてばかりでは生きていけないと思

ってはいる。 
 

 
 

その 2 リモート教育と人材の育成 

既述の話だが、教育は対面である必要はなくなる

のだろうか。昭和 40 年代のスタッフは定期採用で、そ

の後の育成は会社で担っていた。業務の習熟に加え、

人間性の育成も上司の役目であった。その頃の上司

には海兵出身や陸士出身、フルブライト留学経験者

などもおり、「経綸の才を育む」ことを教わったことは幸

せなことであった。若干のパワハラはあった（セクハラ

の類のゲスなことは毛頭存在しなかった）が、仕事は

盗んで覚える姿勢もあった。たまには、ノミュニケーシ

ョンもあり、それらを通して人間性の教育が成されたと

思う。肌で教える人材育成には温もりがあった。 
オンライン授業は知識偏重の教育となり、人間養育

に限界があるだろうと危惧する。理屈を捏ねる学者が

増えても、世の中は進歩しないのではないだろうかと

思う。頭の良い生徒はテストで 100 点満点を取れるが、

実務で完璧と云えない。 一例であるが、内部監査員

研修で 100 点であった者が、実際の監査では役に立 
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たなかった実話がある。 
教育する側は生徒（社員）の適正を見極めることも

大事で、適正人材配置を得ることと、生徒本人の将来

を指導する責任がある。そのためには対面が必須で

あると思う。第一に、知識だけでは物が作れないだろ

う。 
ナレッジマネジメントの国際規格(ISO 30401)なる

ものがあるが、職人技的なもの（例えば、指先で判断

する研磨技能、味見などの官能技能）の伝承方法は、

その指導ができる職人（先生）がマンツーマンで技能

認定をする徒弟制度らしい（昔の製鉄所での宿老に

相当するか）。町工場の技術がなければ、火星探査

機が石を持ち帰えることはできなかったと云われる。  
 

その 3 産業や技術の変化と環境志向 

2050 年カーボンニュートラルに向けて産業の構造

は大きく変わる様相である。新しい産業革命だろう（英

国では「グリーン産業革命」との表現があるらしい）。

煙や音や水や炭酸ガスを排出しない工場、排気ガス

を出さない車や飛行機が登場するのだろうか。また、

使用した後の廃棄物が自然に戻る材料が出現するの

だろうか。世界の流れは一直線でカーボンニュートラ

ルを向いている。ヨーロッパが先行組で、日本は後塵

を拝しているようであるが、資源小国の日本には厳し

い取り組みが待っている。石炭を使わない製鉄方法、

水素自動車、再生エネルギー発電やアンモニア発電

などが現実的となりつつあるが、これらは一昔前は冗

談ばなし（夢ものがたり）であった。冗談に言った夢の

ような話は、今後現実化するものが多いようで、生活

環境の改善として大きな楽しみである。 
 一方、人類全体の幸せを意図して国連が主導する

SDGs（持続可能な開発目標）が昨今の話題となって

いる。17 色のカラーバッジを胸に付けた大臣や企業

経営者などを見かける。17 項目の推進目標は素晴ら

しい。企業の業績報告書にも記載されだした。 

 

しかし SDGs については、批判を浴びることを承知

の上で私見を述べることをお許しいただく。3 点ある。 
まず第一は、評価基準が不透明であることだ。

SDGs 国別評価結果が毎年発表されるらしいが、日本

は 17 位だが、その評価基準の妥当性が不明であるこ

と。    
第二は、国家が政策として取り組むことに違和感は

ないが、企業にも取り組み要求があることだ（国連の

要求かは存じていないが）。またその取り組み内容が

抽象的であることだ。「1.貧困をなくそう」などに企業は

どう取り組むべきかに悩むであろう。定性的に「これこ 
 

れの活動が該当します」などと云うのは、欺瞞に過ぎ

ないのでは、と思う。 
  第三に、SDGs が投資の目的に使われそうとなって

いることである。中小の製造業が材料調達や製品納

入を低開発国で行う場合は、大きなリスクがあり企業

倫理に問題があろう。従って、17 項目の中の出来る

項目だけをやるしかないが、これが投資の判断とされ

ることに納得感が生まれるだろうか。企業が使命感を

持つことは少ないし、社員が誇りを持つことにはならな

いだろう。 
環境に関連する活動の ESG、CSR、RE100、カーボ

ンニュートラルは、SDGs のための戦略的位置づけと

考えられるが、全体的に、屋上屋を重ねるかのような

印象を持っている。相互の関連性が今一つピンとこな

い。環境はビジネスになると以前に云われたことが現

実となったことを実感するが、それが利権の活動では

なく、人類や生物の幸せになることを見える化する取

り組を期待する。 
 

 
 

その 4 新型コロナ禍が終われば、以前と同じ状態

に戻るのだろうか？ 

この新型コロナウイルス禍が収束し、新しい状態に

落ち着いても、似たような災いが今後も起こり得るだろ

うことは、過去に起きた天然痘やペスト、インフルエン

ザ、エイズなどの感染症の事例、大規模な地震・津波

の繰り返し発生などから憶測される。この度の新型コ

ロナウイルス禍は 2 年目に入ったが、各国で未だ収束

に至っていない。ワクチン効果が出て落ち着くのだろ

うと思われるが、今後は DX やスーパーコンピューター

（富岳）を活用して予知精度、速効対応の向上を期待

したいものである。 
以前に興味があって齧った“気学”（目に見えない

天と地のエネルギー（気）が循環するとの考えに基づ

いた占術で、方位学として戦にも活用された。陰陽五 
（8 ページにつづく） 
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5 ページのつづき 

 

(d)認可を受けた認定機関は、Subpart M に基づく認定

に関連して、認定の拒否、又は、認定の範囲を取下

げ、保留、縮小する等の不利な決定を下した場合は、

第三者審査機関にその旨を通知すること。認可を受

けた認定機関は、第三者審査機関からその決定に対

する訴えを受けた場合は、公正かつ意味のある処し

方で調査・決定する手順書を制定して運用している

こと。訴えの手順には、FDA が提示している類似の

保護策が提示してあること。         （次号につづく） 

 

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

 

7 ページのつづき 

 
行説がベースのため複雑で、ついていけませんでした

が。）の先生が、「いままで皆さんが経験をしなかったよう

な混沌とした時代が訪れるでしょうが、これを過ぎるとま

た今のような平穏な時に戻ります。多分、皆さんの孫か

その後の孫の時代には。」と、約 15 年位前に云っていま

した。未だアメリカではトランプ政権が生まれる前で、日

本では東北大震災が起きる前でした。気学の先生の云

ったことが何となく思い起こされたが、リスク管理として一

つの参考かも知れない。 
 

その 5 自分は新状態にどう対処するか？ 
 
日常的には、無駄な会議や会話の回避、混雑した交通

事情の回避、移動の節減、マスク着用等々の新しい変

化には違和感なく対処できると考えている。 

一方、時間に余裕が生まれ且つ一人で過ごす時間が

増えるだろうこと、外的には益々進む情報技術に否応な

く直面するだろうと思われる。それらに上手く付き合い、

且つ心豊かになるための行動として、今のところ次の候

補を考えている。 
・時間の余裕の活用としては、リモートによる教育（又は

通信教育）の受講。 
・人的刺激としては、識見のある方との付き合い。座禅は

どうかなと思っている。 
・情報技術の進化への対応として、ネットワークテクノロ

ジィに関する外部セミナーの受講。 

 
 
・そして働き甲斐として、アルバイトや社会貢献の活動。

昨今の「定年の考えはなくなった。やる気があるかだ」に

対する実践。 
 
取り止めのない内容となったことをお詫びします。(了)  

 

◇◇◇ 事務局から ◇◇◇ 
 

【化学物質管理者セミナー】 

♦2020年度の対外活動の「化学物質管理者セミナー」は、 

第 1 部が下記の要領で開催されました。 

・日程：2020 年 11 月 28 日(土) 13:00～17:00 

・場所：目黒区の施設に代え、オンライン会議室を使用 

【定例年次総会】 

♦2021 年 5 月 8 日、IQAI のオンライン総会が開催され、

出席できなかった会員の方々には 9 日～15 日にメーリン

グリストで、参加者と同様に、議案の賛否・ご意見を投稿

いただきました。ご関係の皆さま、有難うございました。 
 

                         (IQAI 事務局／安岡 均) 
 

 

 

編集後記 
 

今回も新型コロナウイルスに関連した寄稿が多か

った。水本氏からは、そもそも新型コロナウイルスと

の戦い方、接し方の根本的な間違いを指摘してい

ただいた。納得である。藤原氏からは、新型コロナ

ウイルスをきっかけに、今まで水面下で進んでいた

変化が加速またはクローズアップされたこと、それら

をいかに前向き自らの行動に反映させるべきかをご

教授頂いた。 

一方、西原理事長からは、現在 IQAI が検討を行

っている『アメリカに輸出する施設及び施設で生産

される食品について監査を行って適合証明を発行

する認定機関』について、日本政府の狙いと活動、

そして受け手側のアメリカの法規則まで踏み込んだ

深い考察をお示し頂いた。次号が楽しみである。 

新型コロナウイルスをきっかけに、価値観を含め

数年分の変化が一気に進んだと言われる。数年後

に振り返った時に、あの新型コロナウイルスがきっか

けであったと思い返すことが多いであろう。（安岡) 
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