
(一社)日本品質管理学会 

第 106回（関西支部）研究発表会 

 

＜第 1会場（3階 304）＞ 

【研究発表 1-1】ウィリアムズ法の保守的な検定の構成 

  神戸大学大学院 奥井 一樹＊ 

神戸大学大学院 稲葉 太一   

 ＜要旨＞ 

 ウィリアムズ法とは、多重比較法の1つで、傾向のある対立仮説に対する最も一般的な分析方法

である。この手法は、標本の大きさが一定の場合、棄却限界値が数値表として与えられているが、

標本の大きさが群によって異なる場合には、その違いが小さい場合には前出の数値表を用いて良い

とする目安があり、それ以外は、棄却限界値を、その都度、数値積分を行って求める必要がある。  

我々の研究は、どんなに標本の大きさが異なっていても同じ数値表で検定できる事を示した。まず

は、3群で理論的根拠と背景を述べ、4群以上に拡張して証明する。 

 

【研究発表 1-2】 AHPの統計的モデリングの研究 

流通科学大学 磯貝 恭史   

 ＜要旨＞ 

 AHP での任意の一対比較行列から、代替案の重みを推定するための統計的モデルを構築した。

その統計的モデルは、AHP での通常の最小 2 乗的な重みの推定方式である対数正規分布などの、

一般化になっている。 

 

【研究発表 1-3】 「原因の確率」の品質管理への応用可能性について 

総合研究大学院大学 林  崇弘＊ 

統計数理研究所 黒木  学  

 ＜要旨＞ 

 現実に起こった現象に対して反事実的な状況を想定することは日常的に行われているが、このよ

うな考え方が品質管理において明確に取り上げられたことはないように思われる。 

そこで、本発表では、統計的因果推論で提案されている必要性、十分性、必要十分性とよばれる

原因の確率について、品質管理への応用可能性について考える。 

 

【研究発表 1-4】 西堀流品質管理－ 西堀栄三郎“技術する心”、西周 “百学連環”－ 

品質文化塾 鴫  和雄 

＜要旨＞ 

文化や文明が大きく変化した明治維新期、西周は儒学者を止め、実証・実践の論理学を選ぶ。学・

術・学術の定義、あるべき姿や全体像を提唱した（“百学連環”）。第二次世界大戦期、西堀栄三郎

は学者を止め、技術者の道を選ぶ。ねらいの品質・できばえの品質、問題解決、技術開発や共同の

目的など独自な品質管理のあり方を提唱した（“技術する心”）。二人が提唱した学と術の考え方と

連携させ方、又演繹法と帰納法について比較研究した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【研究発表 1-5】 HOPE理論の質問紙調査と質問紙実験への応用 

～多群質問紙調査と階層質問紙実験～ 

目白大学 高橋 武則＊ 

目白大学 川崎  昌 

慶應義塾大学 鈴木 圭介 

＜要旨＞ 

 質問紙を用いた実験に基づいて施策を設計する方法を提案する。質問紙を用いた実験としては、

一般にはコンジョイント分析を行うことが多い。それはほとんどの場合に主効果のみの数量化Ⅰ類

で解かれている。本研究では高橋が提案したHOPE理論を積極的に用いた質問紙実験を提案する。

提案方法は量的因子を量的変数として扱い、交互作用（積項）や場合によっては高次項も視野に入

れる。そして，層がある場合にはそれを攪乱因子として扱う．具体的には、まず複数の層のもとで

最適計画を用いて質問紙を設計し、それを用いて市場実験を行う方法を論じる。次に、得られたデ

ータを用いて層を主体（設計で決定を行うもの）とした設計を行う場合と，層を客体（設計で考慮

される対象）として設計する場合の各々について論じる。 

 

【研究発表 1-6】 HOPE理論における４種類の解 

目白大学 高橋 武則 

＜要旨＞ 

 HOPE 理論は統計モデルを用いて数理計画法で求解（最適化）するアプローチを行う。このた

め、内挿解のみならず外挿解の獲得も可能になり、設計の可能性を大いに広げることができる。一

般に外挿は危険と言われているが、可能性のある解の候補はできるだけトライすべきである。本研

究は新しい立場に立ち、設計においては模型を用いて4種類の解（実在解、格子点解、内挿解、外

挿解）を求解したうえで、それらの再現性の確認を行うべきことを提案する。 

 

【研究発表 1-7】 設計のための模型化と最適化 

目白大学 高橋 武則 

 ＜要旨＞ 

 模型化とはもともと対象とする事象の本質的因果関係の数式化である。これは対象を数理的に認

識する（理解する）ための本質的な因果関係の可視化であり、近似模型では不十分である。近似模

型は最終的な真の模型を獲得するための過程での便宜的なものでしかない。本質的因果関係の数式

化により心理を追究する理学での認識とは異なり、工学での設計において近似模型は重要なもので

ある.仮にそれが真の因果関係を表していなくても内挿の範囲で近似が十分であれば有用である。

工学の支部範囲である｢物作りの本質｣は有用なものの創造で、それは言い換えれば顧客要求の実現

である。真の模型が高次の関数であっても、それを必要な範囲で近似した1次関数が十分な制度を

持っていれば内挿の範囲での設計において何の問題も生じない。本研究は設計の観点から手段とし

ての模型化と目的医としての最適化について議論する。 

 

【研究発表 1-8】 ロバスト設計でＬ18の最良値以下となる最適条件の実態と診断方法 

 森技術士事務所 森 輝雄＊ 

㈱クボタ 足羽 晋也 

ホシザキ電機㈱ 鵜飼 義之 

静岡研究会 田中  誠 

富島技術開発サポートセンタ 富島  明 

 ＜要旨＞ 

 Ｌ18ロバスト設計にてSN比の要因効果図から選択された最適条件の62％は、それを求めた直交

表 SN 比の最良値以下となっている。最適条件と直交表最良値を比較分類し原因解析をした結果、

SN比の分布形状から双方の相対関係を推定できる可能性があることが判明した。本報告では、現

状の2段階設計の問題点を診断できる方法を含めて報告する。 

 

 

 



【研究発表 1-9】 数値シミュレーションによるＬ18とＬ16の交互作用の交絡状況の比較検証 

森技術士事務所 森 輝雄＊ 

㈱クボタ 足羽 晋也 

ホシザキ電機㈱ 鵜飼 義之 

㈱ユニバンス 田辺 総一郎 

富島技術開発サポートセンタ 富島  明 

＜要旨＞ 

 ロバスト設計にＬ18 が推奨されているが｢2 因子交互作用は残りの列に少しずつ部分的に交絡す

る｣ことが利点とされている｡一方Ｌ16の2因子間の交互作用は特定の列に集中する。双方の直交表

に同一数値シミュレーションを適用し交互作用を増減しながら要因効果図を比較した。その結果、

最適水準の選択に影響するほどの差異があったので報告する。 

 

【研究発表 1-10】 2015年版改正(DIS）ISO（品質／環境)と科学的先手管理（SE7）の効果的な 

活用研究（第 1報） 

（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が2015年に大幅に

品質／環境の ISOの改訂が進められ、現在DISの段階である。これまで研究してきた「科学的先

手管理七つ道具（SE7）」と従来，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

改訂の DIS との関係性を言及し、「科学的先手管理七つ道具（SE7）」の効果的な活用の研究につ

いて述べる。 

 

 

＜第 2会場（3階 301）＞ 

【研究発表 2-1】 市販のゴム動力車を用いた品質管理教育 

（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＞ 

 昨年の第 103 回研究発表会で報告した市販の安価な科学教材を用いた品質管理教育教材研究の

続報である。教育研修に導入するためには、教材には実施場所と時間という制約に対応すること

が要求されるが、このたび、通常の会議用机で、短時間に実施するための改良ができ、実験計画

法の演習も半日程度で実施できるようになった。 
 

【事例発表 2-2】 Ｌ12直交表実験の簡単な 3つの使い方 

                            ㈱村田製作所 濱口 勝重 

＜要旨＞ 

 Ｌ12直交表は11因子という多くの因子を取り上げることができるが、実験数は12回と非常に効

率が良いのが特徴であり、多くの場面で有効だと考えられる。Ｌ12直交表実験を推奨してきたこと

もあり、弊社内で多くの実施例が出てきたが、それらは3通りのパターンに大別されることがわか

った。この3つの使い方を初心者向けに簡単にまとめることで、手法や数理に弱い人でも実験計画

法を使ってみようという人が増えてきた。 

 

 

 

 

 

 
 



【研究発表 2-3】 多重比較法としてのペリ法の最適性 

神戸大学大学院 稲葉 太一 

 ＜要旨＞ 

 ペリ法は、多群の対比較における検出力が最大の手法として知られている。しかし、実際に普及

している方法は、必ずしも最適性が保証されていない。そこで我々は、単純仮説のみによる誘導関

係ではなく、本来の閉検定手順の最も検出力が高くなる方法として、複合仮説における誘導関係に

焦点を当てた手法を提案する。また、この手法が容易に実行可能であることと、従来の手法との検

出力の違いを報告する。 

 

【事例発表 2-4】 「統計的品質情報解析研究会」報告 －第６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 

神戸大学大学院 稲葉 太一＊ 

パナソニック㈱ 清水 貴宏  

大阪大学大学院 森田  浩   

                              ㈱村田製作所 濱口 勝重   

                                三洋電機㈱ 神谷 一徳 

＜要旨＞ 

 品質情報解析研究会では、2008年 10 月発足以降、 新しい品質管理手法の開発をめざして、お

よそ2ヶ月に1回、年5回を目途に、メンバーが集まって研究を進めている。また、今年度は、メ

ンバー以外からも話題提供を頂き、議論を深めることができた。今後は、このような機会を増やす

とともに、研究会で得られた成果を、実際のモノ創りの現場に、フィードバックすることを目指す。 
 

【事例発表 2-5】 「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４報 

㈱小西金型工学 小西 修史 

 ＜要旨＞ 

 入口品質と出口品質の差異は、ますます広がるばかりである。中小企業の製造業の空洞化から始

まり、大企業へと移り、今や若年層世代まで広がりを見せる。これらの現状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 2-6】対象現象の特徴把握の重要性と要因選択段階での重要ポイント 

パナソニック㈱ 清水 貴宏 

＜要旨＞ 

様々な統計的方法論はモノづくりにおいて有効的であるが、それが成り立つのは、統計的方法論で処

理する情報が正しいことが前提である。 

対象とする現象において、その原因となりうる要因の抽出には、様々な方法があるが、同じ方法を用い

たとしても、良い結果が得られる場合と、そうでない場合がある。  

今回、統計的方法論を用いる前の段階において、質の良い情報を得ることが期待できる考え方につい

て紹介する。 

 

【事例発表 2-7】 新ＱＣ７つ道具の実践活用方法の研究  －こんな使い方もある新 QC７つ道具－ 

（一財）日本科学技術連盟 Ｎ７部会 

 積水化学工業㈱ 北廣 和雄＊ 

ケイ・イマジン 今里 健一郎 

＜要旨＞ 

新ＱＣ７つ道具は、現場活動から、企業の経営方針を議論する場など、色々な人たちが、色々な場面

で活用可能な手法です。そこでは新ＱＣ７つ道具を単純に使うのではなく、各種手法（ＱＣ７つ道具、統計

的手法、信頼性手法など）と組み合わせ、必要な情報を得る工夫がされています。今回、新ＱＣ７つ道具

を中心に、他の手法と組合せた、企業活動における取り組み事例をもとに、Ｎ７研究部会で検討してきた

成果の一部を紹介します。 

 



【事例発表 2-8】 「社内標準化七つ道具」の提案 

関西学院大学 専門職大学院 松本  隆 

 ＜要旨＞ 

 品質管理の基本になるのは、社内標準化であり、ISO 9001に代表されるマネジメントシステム

規格に対応するためにも、社内標準化が必須である。社内標準化を進めるにあたり、ツール（技法、

手法）を活用するのが効果的であるが、その技法は体系化されてはいない。発表者の業務経験を踏

まえ、発表者が開発したものを含め、社内標準化に役立つ七つの技法を選択し組み合わせた「社内

標準化七つ道具」という試案を提案する。 

 

【事例発表 2-9】  統計的工程管理（SPC）の導入規模とその事例 

㈱ユニ・システム 藤原 純友 

 ＜要旨＞ 

  高品質を低価格で。そんな課題を解決する仕組みが ITを活用した「統計的工程管理（SPC）」で 

す。しかしいざ導入となるとどこから手を付けていいのか分からないのが実情ではないでしょう

か？当社は品質要求に応じて規模を選択でき、手軽に導入、拡張性のあるSPCシステムを開発し

多くのお客様へ導入して参りました。手作業による静的解析から完全自動化されたリアルタイム通

報システムまで様々な事例をご紹介いたします。 


