
(一社)日本品質管理学会 

第 109回（関西支部）研究発表会 
 

＜第 1会場（7階 703）＞ 

【研究発表 1-1】 管理図での異常判定の確率計算 －千三ツの法則を目指して－ 

                        神戸大学大学院 稲葉 太一 

 ＜要旨＞ 

 管理図の異常判定については，JISに8つのルールが規定されている．従来，シューハート管理

図の時から，千分の3を目安にすることが暗黙のルールとなっている．この研究では，JISの8つ

のルールについて確率計算を行い，現在提案されている確率が，必ずしも千分の3になっていない

ことを指摘する．更に，千分の3に近いものを整理して提案する事で，従来から言われていた，管

理図の異常判定ルールについての議論に終止符を打ちたい． 

 

【研究発表 1-2】 ある対称化変換について 

流通科学大学 磯貝 恭史   

 ＜要旨＞ 

 正の値を持つ非正規分布に対する対称化変換（正規変換）は Box-Cox 変換をはじめとして多く

提案されている．この報告では，正負の値を持つ非正規分布に対する対称化変換（正規変換）を，

新ベキ正規分布を用いて定義する．この新しい対称化変換の統計的性質と有用性については，講演

当日に報告する． 

 

【研究発表 1-3】 西堀流品質管理 －組織能力，開発技術－ 

品質文化塾 鴫  和雄 

 ＜要旨＞ 

 〈開発技術は科学の産業への橋渡し役〉との西堀達の主張で“術”が日本学術会議名称に繰り込

まれた．更に，日本人はチームワークを強みにできる事に気づいた西堀は〈南極越冬，ヤルン・カ

ン初登攀，エベレスト北壁初登頂・日中共同登山〉の〈実験・体験・研究〉を通して“世界で役立

つチームワーク”を工夫した．工夫の経緯，組織とその構成員の能力を共に高めるヒント及び開発

技術や品質管理との関連を発表する． 

 

【研究発表 1-4】 対応のある多群質問紙調査の解析と設計 

   目白大学 川﨑  昌＊ 

目白大学 高橋 武則 

慶應義塾大学 鈴木 圭介 

＜要旨＞ 

人や組織を対象とした質問紙調査を行う場合，相関が高い質問項目から成る複数の概念グループ

を含めて設計された多群質問紙を用いることが多い．本研究では，現在と将来，改善前と改善後，

ある人にとって印象の良い対象と悪い対象等，対応のある多群質問紙調査の解析について方法論を

整理し，設計までのアプローチを議論する．事例では企業で実施した人事施策に関連する質問紙調

査や対応のある2つのデータの差分分析例を紹介する． 

 

【研究発表 1-5】 関数の部分模型化と設計因子の部分共有 

目白大学 高橋 武則 

＜要旨＞ 

 人物の描写法に，人物像を正しく後生に伝えるポートレート（肖像画）と特定人物を見分けるモ

ンタージュ（似顔絵）がある．設計のための模型化においても全体を模型化する場合と部分を模型

化する場合があり，本研究は部分模型化を取り上げる． 

 通常の頑健設計は設計因子を全共有するためにトレードオフの発生によりしばしば解が微妙な

ものになる．そこで，本研究は必要な設計因子は共有するが，必要ではないない因子は共有しない

（非共有）という部分共有の設計法を提案する．  

 



【研究発表 1-6】 医療・福祉のハードウェアの設計における設計因子の部分共有化 

慶應義塾大学 鈴木 圭介＊ 

目白大学 高橋 武則 

目白大学 川﨑  昌 

＜要旨＞ 

 医療・福祉のハードウェアの設計において，客体間で設計因子の一部を部分共有し，他の設計因

子を非共有とする（客体毎に使い分ける）ことは，客体間のハードウェアの違いを必要最小限にし

ながら，使用者のニーズに柔軟に対応ができるという有用性がある．本研究は医療・福祉のハード

ウェアであるリーチャーを取り上げ，その設計事例の紹介を通して，設計因子の部分共有化のアプ

ローチの具体的な内容とその有効性を明らかにする．． 

 

【研究発表 1-7】 研削加工で形成した微小ガラス穴の描写変数を用いた最適化 

目白大学 小川  昭＊ 

目白大学 高橋 武則 

 ＜要旨＞ 

 微小ガラス穴の改善事例を取り上げる．高脆材料のガラスに微小穴を形成する工程は超音波援用

研削加工で行われる．微小ガラス穴の内部性状は直接計測が困難で，かつ研削加工メカニズムは複

雑であるため，従来は因果の定量解析が不可能であった．そこでレプリカ法によるガラス穴内部の

間接的かつ立体的な計測技術を確立し，データを描写変数による統計的モデルで解析しソフトウエ

アの支援を受けて最適設計した事例を紹介する． 

 

【事例発表 1-8】 市販のゴム動力車を用いた品質管理教育 第 3報 

 （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106回研究発表会において，市販の安価な科学教材であるゴム動力車を用いた品質管理

教育を報告した．このたび，当教材を実験計画法の演習で実施したので報告する． 

 

【事例発表 1-9】 「統計的品質情報解析研究会」報告 －第七報－ 

（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 

㈱村田製作所 濱口 勝重 

大阪大学大学院 森田  浩 

  ＩＤＥＣ㈱ 吉田  節 他 

＜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くことができなかった．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，実際のモノづくりの現場に，フィードバックすることを目指す． 

 

＜第 2会場（7階 702）＞ 

【事例発表 2-1】 Tukeyの多重比較法についての考察 

（一財）日本科学技術連盟 DE･O部会 

 佐藤 稔康＊ 

和田 武夫 

ユニチカ㈱ 松本 哲夫 

＜要旨＞ 

 Tukeyの方法は，WSD，HSD，a法，b法，q検定など様々な呼称により多数報告されている．

これらは同一，異なるなど様々な報告であり，かつ詳しい説明はほとんどない．その結果として，

ときに学習者や利用者の円滑な理解を妨げていると思われる．そこで我々は，Tukey の多重比較

法のうち代表的な WSD と HSD に着目し，名称や手法について調査したので，その結果に若干

の考察を加えて報告する． 



【事例発表 2-2】 HOPE 手法を用いた水晶発振子の設計パラメータの最適化 

                          ㈱富山村田製作所 高橋 星太＊ 

㈱村田製作所 濱口 勝重 

目白大学 高橋 武則 

＜要旨＞ 

 水晶発振子の電気特性について，加工ばらつきや温度変化による特性変動率が大きかったため，

市場要求を満足する製品の商品化ができなかった．そこでHOPE 手法を用いて設計パラメータの

最適化を行い,加工と温度変化による特性変動率を最小にする水準値を求めた．この水準値で作製

した製品の特性値は，従来よりも 50%強改善した．さらに，得られた特性値は 95%予測区間に入

ることが確認でき，再現性に関しても問題ないことがわかった． 

  

【研究発表 2-3】 ロバスト設計への近直交表Ｌ12の適用とＬ18との比較 

森技術士事務所 森 輝雄＊ 

ホシザキ電機㈱ 鵜飼 義之 

アルプス電気㈱ 貞松 伊鶴 

静岡品質工学研究会 田中  誠 

㈱クボタ 足羽 晋也 

 ＜要旨＞ 

 ロバスト設計は L18(2137)を推奨するが，実験現場は更に小型直交表を期待している．本報告で

はL9(34)より大きく，L18(2137)より小さい近直交表 L12(2135)，L12(3423)，L12(6125) の実験例を紹介

する．近直交表 L12 は，C.F.J.Wu，増山元三郎，A.S.Hydeyat が生成理論を論じるが，技術研究

への適用を目指したものではない．本論は同一のシミュレーション課題を適用し選択された最適条

件の差異を近直交表 L12と L18(2137)とで比較したので報告する． 

 

【研究発表 2-4】 誤差因子を内側に配置するロバスト設計の解析方法の検討 

森技術士事務所 森 輝雄＊ 

ホシザキ電機㈱ 鵜飼 義之 

アルプス電気㈱ 貞松 伊鶴 

静岡品質工学研究会 田中  誠 

㈱クボタ 足羽 晋也 

＜要旨＞ 

 制御因子を内側に誤差因子を外側に配置する直積形式のロバスト設計に対し，C.F.J.Wu (2000)

は実験数削減にも繋がる誤差を内側配置にする単一直交表案を提示した．それは，交互作用の構造

モデルで論じられているが技術研究に言及していない．実際に誤差を内側配置した仮想実験をした

結果，誤差毎の回帰係数と要因効果図の解析からロバスト設計が可能と判断できたので報告する．  
 

【事例発表 2-5】 ２因子習熟モデルを用いた作業習熟の評価 

職業能力開発総合大学校 奥  猛文 

 ＜要旨＞ 

 複数の項目で評価される作業の学習者に，項目の全体と項目間の作業習熟過程を解析して効率的

な学習方法を提示したい．作業習熟の既往研究には累積生産量を目的変数とする1因子習熟モデル

が多いが，複数の項目を総合した作業の作業習熟過程は解析できない．そこで，作業の速さと仕上

がり寸法の正確さを含む旋盤作業の作業習熟過程をBarreto とKypreos の 2 因子習熟モデルで解

析して効率的な学習のための知見を得る． 

 

【事例発表 2-6】 「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５報 

㈱小西金型工学 小西 修史 

 ＜要旨＞ 

 東南アジアと日本の技術格差が顕著になってきた．一方，円安傾向も手伝い国内生産回帰現象が

起こる中，製造業の倒産より廃業が目立つ．中国への進出が過去の話しとなり，最近では爆買いで

恩恵を受けていることも少なくない．これらの現状とこれからの展望を合わせてグローバル的事例

を科学的先手管理アプローチの活用を用いて検証する． 



【事例発表 2-7】 期待する「品質」を明確な「要求」として伝える仕組みづくり 

Ｓｋｙ㈱ 中川  功＊ 

Ｓｋｙ㈱ 内田 昌宏 

＜要旨＞ 

ソフトウェア開発を外部に委託する際に，業務を依頼する時点で発注元が委託先の成果物に期待する

「品質」の内容をより具体的に定義，文書として委託先に提示する仕組みを構築／運用することで，正しく

伝えきれていない曖昧な期待への対応漏れや認識間違いを防止し，委託先の最終成果物の「品質」を発

注元の「要求」するレベルにまで引き上げることを目的とした活動の事例． 

 

【事例発表 2-8】パナソニック自主研究会『実務に活用できる統計的方法論のあり方を研究する会』 

設立と活動について 

パナソニック㈱ 清水 貴宏 

＜要旨＞ 

多くの企業において，統計的方法論を用いた品質管理が行われている． 

当社においても，同様に統計的品質管理を用いた品質管理や開発・技術の改善・最適化の業務が行わ

れている．しかしながら，すべての活用が目的や業務内容に応じて，正しく効果的に活用されているかと

問われると自信を持って『出来ている』とは言い切れない事象が散見される． 

そこで，当社では，統計的方法論の誤用のリスクと回避から経営に効果的に貢献できる活用を自らの意

思で検討し，社内へ発信していくことを目的とした『自主研究会』を創設した．その設立経緯と活動内容に

ついて報告する． 

 

【研究発表 2-9】 科学的先手管理(SE7)アプローチ（続 第 2報） 

「2015年版改正（FDIS ISO（QMS/EMS）等の利用研究）」 

（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＞ 

 製造現場では品質に関する問題，クレーム，不良半減改善活動に目標値を設定して取り組まれて

いる組織は多い．そこには QC，IE，IT，TQM，ISO などが活用されている組織もある．これま

で研究してきた「科学的先手管理七つ道具（SE7）」と本年改訂される ISO MS の品質，環境規格

の特長，意図とを俯瞰的に融合して組織の文化へのマッチング，コミュニケーションを明確にし，

従来，企業経営に有効なMSとして実地で検証されてきた日本的なTQMと高度な先進技術（IoT

など）との相互の関係性，モノづくりのレベルアップ等の研究について述べる． 

 


