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＜第 1会場（7階 703）＞ 

【研究発表 1-1】ある歩留まり率の性質について 

  流通科学大学 磯貝 恭史 

 ＜要旨＞ 

 糸縒り工程で用いられている歩留まり率について，その統計的性質を調べる．歩留まり率の分布は比 

μ/σを母数に持つ．歩留まり率の特性から，分布の右裾の確率の評価を行うことにより，比μ/σに対

する簡便な近似式が求められることを示す．また，簡単な事例により，得られた近似式の利用法について

も言及する． 

 

【研究発表 1-2】 安全性確保のための解析技法「逆ＥＴＡ法」の提案 

関西経営管理協会 和田  浩 

 ＜要旨＞ 

 新しい要因解析技法「逆ＥＴＡ法」を考案し，品質改善の実践，活用を積み重ねてきた． 

既存のＦＭＥＡ，ＦＴＡに逆ＥＴＡ法を加え，安全性解析の要件を比較考察した．安全性解析技法とし

て最適な逆ＥＴＡ法を提案する． 

 

【研究発表 1-3】 西堀流品質管理 －両立させて，善をめざす－             

品質文化塾 鴫  和雄 

 ＜要旨＞ 

 西堀栄三郎は，未知の世界で，狙いの品質も出来ばえの品質も，質も量も，エヂソン式開発もラングミ

ュア式開発も，組織もエゴも，と「あれもこれも」を両立させて「子々孫々に善」となる方向での問題・課題

解決をはかる．文化や文明の異なる人たちで構成された組織で，あるいは力量，時，場合の制約の中で，

果決，方針を貫く．‟八ヶ岳”と言われた西堀栄三郎の品質管理の流儀を研究した． 

 

【研究発表 1-4】 品質管理教育教材「プロペラ走行機」の提案 

（一社）日本品質管理学会 関西支部 品質管理教育教材開発研究会 

 ㈱シーヴィ・アカデミー 松井 直樹＊ 

＜要旨＞ 

 2009 年 10 月に品質管理学会関西支部に発足した「品質管理教育教材開発研究会」の活動報告第 4

報．第 94 回研究発表会で報告した「パッティング機」の課題であったコスト面を最大限考慮し，市販の安

価な「風やゴムの働きB（プラ製）」を利用する新教材「プロペラ走行機」のねらい，内容や工夫，その利用

法と期待される効果について紹介する． 

 

【研究発表 1-5】 科学的先手管理アプローチ（第７報 総集編）  

－TQMと次期改正 ISO MSSとの融合による「科学的先手管理七つ道具」の完成ー 

（一社）日本品質管理学会 関西支部 科学的先手管理アプローチ研究会 

金子技術士事務所 金子 浩一＊ 

神奈川大学 中島 健一  

大阪工業大学 能勢 豊一   

＜要旨＞ 

 近年，品質に関する多くの問題が発生し，ISOの有効性が問題視されている． 

従来，企業経営に有効なMSとして実地で検証されてきたTQMと ISO MSSが俯瞰的に融合し，問題

解決を行うことが重要となる．これまで研究してきた，発生してから対処する「後手」管理から，問題が発

生する前に未然に防止するための「先手」管理を組み込んだ，「科学的先手管理七つ道具」がほぼ完成

したので総集編として述べる． 

 



【研究発表 1-6】 養豚場の豚の抜取検査の研究 

元 相模設備工業㈱ 加藤 哲也 

＜要旨＞ 

 ３～４年位前に，豚インフルエンザが流行した．しかし，テレビの報道では養豚場内の一部分だけを消

毒している報道しかなされない． 

そこで，今回，再び豚インフルエンザが流行したときの，各養豚場内の各豚の検査法について研究を

行なった． 

 

【研究発表 1-7】 調和設計における複式アプローチ 

目白大学 高橋 武則 

 ＜要旨＞ 

 設計のステージにおいては，すでに得たデータを活用して様々な可能性を追求することが望ましい．

本研究は，すでに得た同一のデータに対して事前模型化アプローチ・事後模型化アプローチ，連結一

体型（巨視的頑健型：鳥瞰型）アプローチ・分離合成型（微視的頑健型：虫瞰型）アプローチなどを同時並

行で設計をトライする複式アプローチについて論じる．各々のアプローチで得た設計案に対して同時に

再現性の確認を行い，その結果に基づいて最終的結論を下すことを推奨する． 

 

【研究発表 1-8】 広い顧客要求を実現するための調和設計の応用 

目白大学 高橋 武則 

 ＜要旨＞ 

 質設計では質が中核となり，顧客要求の実現が最重要となる．このために，調和設計では顧客要求を

２次元の矩形（要求域：出力範囲×入力範囲の四角形）として客観的に表現する．最善は単入力（1 つの

入力因子）で要求域のすべてが実現できることである．それ故に，最初のトライは 1 入力による全域の実

現で，このためには事後模型化を用いて様々な因子を入力因子の候補にして要求域を実現できる能力

を検討する．しかし，もし要求域が広くていずれを入力因子の候補としても単入力ではその全域が実現

できない場合には，複数入力（多数の入力因子）が必要となる．本研究は広い要求域を実現するアプロ

ーチの第一歩として，攪乱因子がない場合を取り上げ，入力因子の候補をやりくりして実質的に複数入

力になる方法を提案する． 

 

【研究発表 1-9】 過飽和計画における変数選択法の性能評価 

筑波大学 宮地 優斗＊ 

  筑波大学 川村 大伸  

＜要旨＞ 

 過飽和計画とは，直交表よりも多くの因子を割り付けることが可能であり，スクリーニング実験に有用な

計画である．過飽和計画のデータ解析では，すべての因子を取り込んだ場合に同時に推定できないと

いう問題がある．本研究では，2 水準の過飽和計画における変数選択法に着目し，実データの解析およ

びシミュレーションにより評価した結果を報告する． 

 

【研究発表 1-10】 医療・福祉における調和設計の意義と留意点 

慶應義塾大学大学院 鈴木 圭介＊ 

目白大学 高橋 武則  

 ＜要旨＞ 

 医療用ハードウエアの設計は，健常者を対象とした通常の工業製品の設計とは異なり様々な困難を抱

えている．それは，様々な病態・病状・ステージの患者がいて，彼らは様々な場面で多種の用途で 1 つ

の医療用ハードウエアを汎用的に使用するからである．また，しばしば同じハードウエアが健常者とシェ

アする場合も少なくない．その設計に当たり，機械的モード切替や各種のアタッチメントによる対応はサ

イズの拡大や重量の増大やコストの高騰を招く．そこで，このためのアプローチとしての調和設計を議論

する．本研究は，調和設計を医療・福祉におけるハードウェアの設計に適用する意義と留意点について

考察する． 

 

 

 



【研究発表 1-11】 メディカルリスクマネージメント ～なぜ人は右と左を間違えるのか～ 

鈴鹿医療科学大学 土屋  仁 

 ＜要旨＞ 

 “なぜ医療従事者は，左右を間違うのか？”これは医療従事者に限ったことなのであろうか？最近の

論文では，”周りが見えていない世界“(これは昔からいわれていたことですが，――) それが証明され

つつあります．しかし原因は知りえても，間違いをなくすことが如何に難しいかを事例を上げて，皆さんと

考えてみたいと思います． 
 
＜第 2会場（7階 702）＞ 

【事例発表 2-1】 ビジネススクールにおける「標準化」教育 

     関西学院大学 専門職大学院 松本  隆 

＜要旨＞ 

 「社内標準化」は品質管理の基盤と考えられ，TQM が企業競争力の源泉となった考え方の一つに

「社内標準化」があった．一方「国際標準化」は，特に先端技術分野では，事業（技術）戦略の有力なツ

ールとなっている．以上の「標準化」の多様な有用性を踏まえ，経営戦略の観点で，「社内標準化」及び

「国際標準化」についてバランスをとった教育をビジネススクールで実施している．その取り組みを報告

する． 
 

【事例発表 2-2】 金型業における科学的先手管理アプローチの活用 

～グローバル的事例による検証～ 第３報 

 ㈱小西金型工学 小西 修史 

＜要旨＞ 

 経済不況を乗り越え，日本に残った企業は先立って海外進出した企業の先発組と比べられ，弊社を含

めこれからの世界市場を見据える後発組と称されている．グローバル事例として経済産業省主催「訪台ミ

ッション」に参加した経緯を挙げ，これらを合わせて金型業における科学的先手管理アプローチの活用

を検証する． 
 
【事例発表 2-3】 品質管理教育教材「パッティング機」の進化と活用事例 

（一社）日本品質管理学会 関西支部 品質管理教育教材開発研究会 

                            ㈱村田製作所 濱口 勝重＊ 

 ＜要旨＞ 

 品質管理は理論や手法の理解も重要であるが，第一に現場で実践できることが必要となる．そのため，

具体的に理解・体感できる教育教材の役割は重要である．当研究会が1つ目の教材として開発した「パッ

ティング機」は，企業内研修において，さらには統計教育が拡充された学校教育においても活用される

実践的な品質管理教育教材である．実験計画法教育などへの活用結果を振り返りながら，進化した「パ

ッティング機」を紹介する．  
 
【事例発表 2-4】 シミュレータ実験の問題点とその対応 

㈱村田製作所 濱口 勝重 

＜要旨＞ 

 設計期間短縮や試作数削減を目的にシミュレータを活用した仮想実験による最適化がよくおこなわれ

ているが，現行条件より良くなる条件が得られなかったり，確認実験で再現しない等の問題がしばしば見

られる．シミュレータに問題がある場合もあるが，今回は実験データの解析方法を工夫することで，より良

い最適条件を見つけられた事例を紹介する． 
 
【事例発表 2-5】 総合的および要素ごとの技能の統計的評価方法 

職業能力開発総合大学校 奥  猛文 

 ＜要旨＞ 

 量産工程における専任の単一作業者の作業習熟モデルを師岡は提案した．師岡のモデルは全体の

傾向を把握するのに有用だが，作業者の技能要素ごとの詳細な把握には対応しきれない． 

技能要素を習得する順番や速度は個人で異なるため，画一的な指導は効率が悪い．また，現在は多

能工の早期育成が求められるため，個人ごとの綿密な対応が重要である． 

そこで，総合的および要素ごとの技能の習得を統計的に評価する方法を提案する． 



【事例発表 2-6】組織に分散する知識の集約による設計品質向上の取り組み（その１） 

     ダイキン工業㈱ 門脇 一彦＊ 

ダイキン工業㈱ 酒井 誠治  

ダイキン工業㈱ 伊吹 敏行  

ダイキン工業㈱ 川合 智也  

ダイキン工業㈱ 小林 桂子  

 ＜要旨＞ 

近年の空調商品開発は，機械・化学・電子等の多様な最先端技術と，組織に蓄積された技術を巧みに

融合し短期開発を実践してきたが，組織の拡張と技術の専門分化がそれを困難にしている．本発表では，

2007 年より取り組んできた失敗知識の蓄積・再利用活動を核にして，組織に分散する属人的知識や手順

及び技術標準として客観化された知識を，集約及び有機的に結合し利用する，商品設計部門における品

質向上活動を報告する． 

 

【事例発表 2-7】 「統計的品質情報解析研究会」報告 －第５報－ 

（一社）日本品質管理学会 関西支部 統計的品質情報解析研究会 

神戸大学 稲葉 太一＊ 

パナソニック㈱ 清水 貴宏  

大阪大学 森田  浩   

                              ㈱村田製作所 濱口 勝重   

                            元 パナソニック㈱ 舟橋  徹 他 

＜要旨＞ 

統計的品質情報解析研究会は，2008年に品質管理学会関西支部の承認を得て発足して，今年で5年

目になる．今年度も 5回の会合を持ち，日々の企業活動から派生する問題提起を始め，品質工学と実験

計画法の融合を目指し，議論を行っている．また，企業内で起こる品質問題に対して，各自が質問に答え

ることで対策やその手掛かりが得られるシステムの構築も進んでいる．今後も，研究会活動を通して，品

質管理技術の改善・改良に取り組んで行きたい． 

 

【研究発表 2-8】 多重比較法におけるペリ法の自然なアルゴリズムとその検出力の検討 

    神戸大学 稲葉 太一 

 ＜要旨＞ 

 ペリ法とは，多重比較法において，対比較の場面では最も検出力が高い手法であると言われている．

この手法は，閉検定手順の考え方から，非常に自然に導入されるものであるが，単純仮説のみならず複

合仮説における誘導関係の確認が難しいと言われてきた．  

この発表では，複合仮説を含めたすべての仮説同士の誘導関係を調べる方法を紹介する．また，単純

仮説に関する誘導関係から行われている手法との検出力の比較検討を行う． 

 

【研究発表 2-9】  Developing and Validating Instrument TQM Constructs and Organizational 

Performance in the Indonesia Context 

大阪大学 RZ Abdul Aziz＊ 

   大阪大学   森田  浩  

 ＜要旨＞ 

  An instrument to measure and to determine TQM implementation and organizational 

performance constructs in Indonesia companies is required. Based on a review of TQM 

literature, ten TQM and two organizational performance constructs were identified. An 

instrument was developed to measure these constructs. The validity and reliability of the 

instrument were tested and validated using data from 129 questionnaires.  Based on the data 

from the survey, exploratory factor and internal consistency analysis was done to ensure 

the validity and the reliability of the constructs. It could be concluded finally that the 

instrument developed in this research was reliable and valid. 

 

 

 



【研究発表 2-10】 総合効果の推定精度における中間特性の役割について 

    総合研究大学院大学 林  崇弘＊ 

 統計数理研究所 黒木  学  

 ＜要旨＞ 

 本発表では，観測データが線形構造方程式モデルにしたがって生成されているとき，中間特性を用

いて総合効果を推測する問題を考える． 

処理変量から品質特性への直接効果がなく，かつ中間特性が一つの場合，Cox(1960)は逐次的回帰モ

デルを用いて総合効果を推定したほうが，単一の回帰モデルを用いた場合よりも推定精度が高いことを

示している． 

しかし，実際の品質管理の現場では，処理変量が単一の中間特性を経由してのみ品質特性に影響を

与える状況は少ない．そこで，本発表では，中間特性を用いた場合の総合効果の推定精度について考

察し，Cox(1960)の結果を複数の中間特性がある場合へ拡張する． 

 

【研究発表 2-11】 要因効果推定における回帰分析の利用に関する諸注意 

 統計数理研究所 黒木  学  

 ＜要旨＞ 

  本発表では，単一の回帰モデルを利用して受動的観察データから要因効果を推定する問題を考え

る．このとき，通常の変数選択基準を用いることの問題点を指摘するとともに，回帰係数が要因効

果としての意味を持つための条件を考察し，グラフィカルモデルが有用な指針を与えることを述べ

る． 


