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Entering the quality profession
Entry qualifications

47%

Quality-specific

40%

Quality related

12%

Other

14%

None

Entry route by age

Quality evolved as part of my work

Career choice after working in a different job/area

A chance opportunity

Career choice at the start of working life

39%

25%

39%

48%

24%

43%

20%

19%

19%

12%

21%

20%

16%

20%

19%

11%

Qualitative feedback

There is room to increase the proportion of those

who choose quality at the start of their working life

Raising the profile of quality will encourage more

people to join the profession

Corporate Partner employee & SIG member, defence

"[Quality] can be a first choice career because there are more

entry routes. It tended to be a second career for people, rather

than a first choice, but now there's more emphasis on younger

people joining the profession."

"Quality professionals are contributing to the success of a

business, the actual income of the business and the income of

colleagues. If there is a way to improve the image of the

quality profession, I think that would be the most productive

way of recruiting into the profession."

Focus group participant, IRCA member

The research programme

2,830

online survey

responses

between November 2021

and January 2022

Quality professionals from

117 countries

participated

3 online focus groups

held with quality

professionals

15 in-depth

interviews held with

quality professionals and

stakeholders

All respondents 16-34 35-54 55+

リサーチプログラム

オンラインアンケート
回答数

クオリティプロフェッショナルになる

調査期間は 2021 年 11 月から
2022 年 1 月まで

世界 117 か国の
クオリティプロフェッショナルが参加

クオリティプロフェッショナルによる
3 回のオンラインフォーカス 

グループを開催

クオリティプロフェッショナル及び 
ステークホルダーへの 15 回の 

インデプスインタビュー

年齢別の入職経路 入職時の取得資格
全回答者

私の仕事の一部が品質として発展した

別の仕事や分野で働いた後に、 自分のキャリアとして選択した

偶然の品質に関わるようになった

社会人になるときに選んだキャリアである

品質に関する資格

品質に関連する資格

その他

なし

定性的フィードバック
社会人生活のスタート時に品質を選択する人の比率を
高める余地がある

"[ 品質は ] エントリールートが多いため、 最初のキャリア選択肢
になり得る可能性があります。 これまでは最初の選択肢ではなく、
2 番目のキャリアになる傾向がありましたが、 今は、 若い人たちに
この職業に就いてもらうことを重視しています。 "

コーポレートパートナー社員 & SIG メンバ－、 防衛 

" クオリティプロフェッショナル は、 企業の成功、 企業の収益、 同
僚の収入に貢献しているのです。 クオリティプロフェッショナルのイ
メージを向上させる方法があれば、 それがこの職務にリクルートす
るための最も生産的な方法だと思います。 "

フォーカスグループ参加者、 IRCA メンバ－

クオリティのプロファイルを上げることで、 より多くの人がこの
職務に就くようになるだろう



Quality professionals can develop wide-ranging

knowledge and experience across a business or

organisation, allowing them to work across multiple

roles and sectors, both inside and outside quality

"Quality management gives you the whole breadth of the

business and a good understanding of business management.

You might go on to become a specialist, like a leader in

finance or in HR, because you've got a really good

understanding of what it’s all about."

Corporate Partner employee & SIG member,

transportation

Common barriers to career progression

Qualitative feedback

"Career progression can be very difficult in a lot of

organisations...If you are not looking to move outside of the

quality management function within whatever business it is, it's

very difficult to move up until that other person has moved

out...Therefore, if you're ambitious, the best way is to go

somewhere else."

Corporate Partner employee & SIG member,

transportation

Career progression and development

"Quality has become more cross functional...If you are a

quality manager in a certain sector, that does not mean that

you will always stay in that sector. 

Focus group participant, CQI & IRCA member

Perceived importance

of industry experience

Lack of support and

development

Lack of understanding

and appreciation of

quality

Skills development

Top skills and knowledge the workforce intends to

acquire in the next 24 months

33%

Increased technical understanding of

my sector or discipline

33%

Leadership skills

30%

Risk management

24%

22%

22%

Improvement skills

Best operational practice in my sector or

discipline

Assurance skills

Sustainability

Intended next career stage

3% said they were planning to do something else

57%

20%

13%

6%

Remain in the profession

Change to a different profession

or discipline

Retire

Don't know

23%

Lack of opportunities

キャリアアップと能力開発
スキルの開発 定性的フィードバック

今後 24 ヶ月間に習得したいと思うスキルや知識 

自分の分野や専門領域に関する技術的な
理解を深める

リーダーシップスキル

リスクマネジメント

改善のスキル

自分の所属する部門または分野における運用の
ベストプラクティス

保証のスキル

持続可能性

次のキャリアステージ

クオリティの職務に留まる

他の職務や分野に移る

退職する

わからない

が 「他のことをする予定」 と回答

クオリティプロフェッショナルは、 企業や組織全体にわたって幅広
い知識と経験を身につけることができるため、 クオリティのみなら
ずそれ以外でも、 複数の役割や部門で働くことができる

" クオリティはよりクロスファンクショナルになっています…あるセク
ターの品質マネジャーになっても、 それはずっとそのセクターに留
まるという意味ではありません。 "

フォーカスグループ参加者、 CQI & IRCA メンバ－

" 品質マネジメントは、 企業の全体像を把握し、 ビジネスマネジ
メントについて深い理解を与えくれます。 財務や人事のリーダーな
ど、 スペシャリストとして活躍できる可能性があります。 本当によく
理解しているからこそ、 です。 "

コーポレートパートナー社員＆ SIG メンバ－、 運輸 

キャリアアップを阻む共通の壁

機会がない 業界経験の重要性の認識

サポートと能力開発が不十分
品質に対する理解や真価の

認識が不足している

" キャリアアップは多くの組織で非常に困難です ... どのような
事業であれ、 品質マネジメント部門以外への異動を考えてい
ない場合、 他の人が異動するまで上に行くのは非常に困難で
す ... したがって、 もしあなたが野心的なら、 どこか他の部署に
行くのが最善の方法です。 "

コーポレートパートナー社員＆ SIG メンバ－、 運輸 



Recruitment and skills gaps

Qualitative feedback

Recruiting competent staff

100%

67%

Two-thirds said their organisation had

struggled to recruit sufficiently competent

people to quality or audit roles in the last two

years

Important and missing attributes

when recruiting

Most important Frequently missing

56%

41%

Industry experience

CQI Member

48%

37%

Interpersonal skills

51%

37%

Technical knowledge and

experience

32%

33%

Quality-specific qualifications

15%

28%

CQI membership

24%

27%

Leadership behaviours

22%

18%

Cultural fit

12%

8%

University degree

There are mixed perceptions on the importance

of industry experience

"Industrial experience is helpful, but not important. The most

important thing is, for most organisations, internal

interpersonal skills and leadership skills. Quality is about

influencing, changing or maintaining behaviours. You can learn

the industry knowledge, if you're a good practical person."

Corporate Partner employee & SIG member,

transportation

Interpersonal skills and leadership behaviours are

widely viewed as very important

"Interpersonal skills are sometimes even more important than

the knowledge...You are seen like the enemy, so if  you're not

able to interact in a way where they can trust you, you're going

to have a tough time."

SIG member, nucler

"If I am recruiting new people for the business, the most

important one is industry experience. Someone who is good in

a steel foundry would not be much use in a car factory. It

would be the same with something like defence and then

moving to aviation. There are so many differences in the

industry itself. Industry experience is the most important one

to me."

Focus group participant, CQI & IRCA member

採用とスキルギャップ

定性的フィードバック

力量あるスタッフを採用する 採用時に重視する特質と
不足している特質

重視する特質 しばしば不足している特質

業界の経験

対人関係スキル

技術的知識と経験

品質に関する資格

CQI メンバーの資格

リーダーとしての行動

文化に馴染むか

大学の学位

3 分の 2 の組織が、 過去 2 年間に品質や監査の職
務に十分な力量を持った人材を確保するのに苦労し
たと回答している

業界での経験の重要性については、 さまざまな
意見がある

" 企業に新しい人材を採用する場合、 私にとって最も重要なの
は業界経験です。 鉄の鋳造に詳しい人でも、 自動車工場では
あまり役に立ちません。 防衛のようなものから航空に移っていく場
合も同じでしょう。 業界自体の違いが大きすぎますね。 業界で
の経験は、 私にとって最も重要なものです。 "

フォーカスグループ参加者、 CQI & IRCA メンバ－

" 業界での経験は役に立ちますが、 重要ではありません。 多くの
組織にとって最も重要なのは、 社内の対人関係スキルとリーダー
シップです。 クオリティとは、 行動に影響を与え、 変化させ、 あ
るいは維持することです。 業界の知識は、 実務に長けている人
なら身につけられます。 "

コーポレートパートナー社員＆ SIG メンバ－、 運輸 

対人関係スキルとリーダーシップは非常に重要であると
広く認識されている

" 対人関係スキルは、 時に知識以上に重要です。 敵のように
見られているわけですから、 信頼されるようなやりとりができない
と、 大変なことになりますよ。 "

SIG メンバ－、 原子力 



Perceptions of quality management
How employers perceive the value of quality

Qualitative feedback

To read the full version of the research report, please visit the CQI website at

www.quality.org/WFISummary22

The perception of quality is improving

Value is dependent on the industry and

organisation

Low value is linked to a lack of awareness and

understanding of quality

"Part of an organisation like manufacturing are

definitely going to see quality as a very important part

of the business, but the commercial and finance

departments may see it as a cost and getting in the

way of getting products to market. It depends on what

part of the business you're talking to."

Focus group participant, CQI member

"They see it as a necessary evil, rather than adding

value. How do we convert people's thinking? If you

put quality first, everything else is going to follow.

The safety is going to follow, the time is going to

follow, your costs are going to follow. And they're

the other three parts of the big four KPIs that

everybody tracks."

Corporate Partner employee,

construction/engineering

"Slowly but surely over the years, quality has risen

to be respected, and people working in quality

add value...I do see that quality is not just 'tack it

on at the end' at long last, but now it's part of the

management team, a crucial part."

Focus group participant, IRCA member

"As other industries are adopting quality much

more, and as the older managers move out

through retirement and natural wastage, you will

see the value increase because the younger

generation coming through will have much greater

quality awareness and a higher value and

understanding of what quality actually brings."

Focus group participant, CQI member

Highly valued Hardly valued / not valued at all It varies from time to timeSomewhat valued Don't know

How much do you feel your employer values you

as a quality professional?

How much do you feel your employer values quality

management in general?

45%

36%

12%

5%

3%

43%

34%

14%

6%

3%

定性的フィードバック

品質マネジメントに対する意識
雇用主はクオリティの価値をどのよう認識しているか

非常に重視 幾分重視している ほとんど / まったく重視していない そのときどきで異なる わからない

あなたの雇用主は、 クオリティプロフェッショナルとしてのあな
たにどの程度重きを置いていると思いますか？

あなたの雇用主は、 品質マネジメント全般にどの程度重きを
置いていると感じていますか？

クオリティに対する認識は向上している

" 何年もかけてゆっくりと、 しかし確実に、 クオリティは尊重され
るようになり、 クオリティに携わる人々は価値を高めています。
私は、 クオリティがついに 「最後に付け足す」 だけのものではな
く、 今やマネジメントチームの一部となり、 重要な役割を担って
いると見ています。 "

フォーカスグループ参加者、 IRCA メンバ－

" 製造業のような組織では、 クオリティが非常に重要な要素で
あることは間違いないでしょう。 しかし、 商業部門や財務部門
は、 品質はコストであり、 製品を市場に出す妨げになると考え
るかもしれません。 どの部署と話をするかで変わってきますね "

フォーカスグループ参加者、 CQI メンバ－

価値があると見るかどうかは業界や組織により異なる

" 他の産業がクオリティをより重視するようになり、 高齢のマネ
ジャーが定年退職などにより自然と退場し、 新しく加わってくる
より若い世代がクオリティに対するより高い意識、 より高い価値
観をもって、 クオリティが実際に何をもたらすのかについて理解す
るにつれ、 クオリティの価値は高まるでしょう。 "

フォーカスグループ参加者、 CQI メンバ－

価値の低さは、 クオリティに対する認識や理解の低さと
結びついている

" クオリティを価値を与えるものとしてではなく、 必要悪と捉えて
いるのです。 どうすれば、 人々の考えを変えることができるのか。
クオリティを第一に考えれば、 他のものはすべて後からついてきま
す。 安全も、時間も、コストもついてきます。 そして、この 3 つが、
誰もが追跡する 4 大 KPI の残りのものなのです。 "

コーポレートパートナー社員＆ SIG メンバ－ 
建設 / エンジニアリング 


