
関西品質工学研究会 ２００２年度活動実績表 2002/1/12

・話題提供や事例検討したいテーマがある場合、随時受付けておりますので、ご希望の月（田口先生
　ご来阪指導月等）を幹事にご連絡下さい。よろしくお願い申し上げます。
・田口先生のご来阪指導月の事例検討について、上記のテーマが無い場合は、基本的には前月までの
　グループ検討会（全体討議）の中から選出させて頂きます。

★印：田口先生ご来阪指導月

開催日 項　目 内　容 氏名(会社名) ※敬称略

1/12 総会 01年度活動・会計報告、02年度活動計画・予算検討・幹事承認

(土)94回 研究会グループ検討会☆MTS法でデータ数が250個を超えた場合に解析できるソフトの存在について 清水豊（ダイハツ）
司：丸田 (☆:全体討議分) ☆ｵｰｹﾝのMTS解析ｿﾌﾄは混合系直交表以外の直交表を選択するが、問題はないか清水豊（ダイハツ）
議：木村 〔14ﾃｰﾏ／全体討議４〕 ☆２水準系の混合系の直交表はあるか？ 清水豊（ダイハツ）

☆Ｌ36直交表に多水準法を適用する方法について 貴志宗紀（三洋電機）
参加21名 ・21世紀型品質工学（標準ＳＮ比）の有用性について グループ全員

・標準ＳＮ比を用いたときのチューニング方法（β1・β2）について 荘所義弘（ミノルタ）
・Simulationによるﾊﾟﾗﾒｰﾀ設計後の実機の実力確認時の実力推定方法について木村哲夫（松下電工）
・21世紀型と20世紀型の使い分けについて 貴志宗紀（三洋電機）
・12月研究会での検討事例（湿度ｾﾝｻｰ）の解析方法について 中浜寛和（ﾀﾊﾞｲｴｽﾍﾟｯｸ）
・ヘッドピンの評価方法について 櫻井英二（富士通）
・品質工学でいう非線形の定義について 残間茂雄（ヤンマー）
・自動車用エアコンの性能評価について 青山浩（ダイハツ）
・部品の性能比較に損失関数を使う時の留意点、計算式の意味について 青山浩（ダイハツ）
・Simulationによるﾊﾟﾗﾒｰﾀ設計時のノイズを 太田勝之（シマノ）

新年会 　　　　　制御因子の寸法変化にした時の水準幅の設定について
2/8 勉強会 ・「ウオータージェット加工における切断条件のパラメータ設計」 吉川豊次（松下電工）

(金)95回 ・「シミュレーション技術を用いたフォトレジスト断面形状の最適化」 中野惠司（ＩＴＥＱ）
司：木村 ・「新製品製造に伴う計測器の校正システムの検討」 中浜寛和（ﾀﾊﾞｲｴｽﾍﾟｯｸ）
議：荘所 グループ検討会 ☆ハンダ工程の改善にエネルギーを使った事例は 渡辺貞夫（個人）

(☆:全体討議分) ☆測定値がdb値の場合の扱いは 青山浩（ダイハツ）
参加20名 〔14ﾃｰﾏ／全体討議２〕 ・工程におけるパーティクル（ダスト）の量を低減させる方法 山口新吾（松下電産）

・欠足値の逐次近似計算 赤澤浩一（神戸製鋼）
・レーザー溶着（樹脂）の評価 木村哲夫（松下電工）
・インパクトドライバーのシミュレーション実験について 木村哲夫（松下電工）
・シミュレーションでの誤差の設定 太田勝之（シマノ）
・トナー帯電量測定器のＳＮ比計算 荘所義弘（ミノルタ）
・誤差・信号因子と考えて実験したが制御因子に変更したい場合 青山浩（ダイハツ）
・要因効果図から推定値の計算方法 吉川豊次（松下電工）
・距離検出用の超音波センサーのベンチマーキング 残間茂雄（ヤンマー）
・半導電性材料のロバスト性の評価 和田法明（バンドー化学）
・製鉄工程の安定化 原宣宏（神戸製鋼）
・ＣＡＥ活用のポイント：品質工学とのドッキングについて グループ全員

2/22 企業交流会 場所：コニカ㈱（東京都日野市　11：00～17：30） 残間茂雄（ヤンマー）
(金)
3/8 事例検討１ ・「電子写真用感光体の光感度特性改善」（02’学会発表事例） 徳安敏夫（ミノルタ）

(金)96回 事例検討２ ・「シミュレーションによる熱処理機の効率改善」（02’学会発表事例） 荘所義弘（ミノルタ）
★ 事例検討３ ・古野電気事例：ランジュバン振動子 林忠夫・末利（古野電気）

司：荘所 講演 ・「画像品質の合わせ込み」について〔標準化と品質管理Vol.55No.3〕 田口先生
議：太田 ・20世紀のＭＴＳ法と21世紀のＭＴ法について〔標準化と品質管理Vol.55No.2〕
参加27名

4/6 勉強会 ・ＭＴＳ法とＭＴＡ法の違いについての解説 中野惠司（ＩＴＥＱ）
(土)97回 ・「オートマチックトランスミッション用摩擦材の開発」 青山浩（ダイハツ）
司：太田 グループ検討会 ☆超音波振動子による駆動機構の高効率化と安定化 布村・木村（松下電工）
議：櫻井 (☆:全体討議分) ☆オーケン製２１ＭＴ法ソフトの使用結果について 清水豊（ダイハツ）
参加21名 〔ﾃｰﾏ／全体討議〕 ・ﾌﾘｰﾄｰｸ：「溶接強度のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝでの解析可否について」など 原和彦顧問

5/10 勉強会 ・「レンズ加工用砥石の基本機能の検討」 清水豊（ダイハツ）
(金)98回 ・「ゴム混練り条件の最適化」 藤井充史（日本バルカー）

・「デジタル放送用チューナーの安定性設計」 林忠夫（古野電気）
司：櫻井 グループ検討会 ☆タービン型エアコンプレッサーの羽根のロー付け 原宣宏（神戸製鋼）
議：竹ケ鼻 (☆:全体討議分) ・現像機内の現像剤撹拌の最適化でシミュレーションの評価方法 荘所義弘（ミノルタ）

・カブリの評価方法（例、大きさと数を計りたい） 残間茂雄（ヤンマー）
・電子回路のｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ 「例：ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを用いたローパスフィルタ設計」 林忠夫（古野電気）
・プリズムの安定性 平野雅康（ミノルタ）
・ＭＴＳ解析で、信号に＋・－の符号を付ける方法はどのようにすればよいか清水豊（ダイハツ）
・損失関数の横軸の取り方 貴志宗紀（三洋電機） 

参加20名 ・はんだ付けの評価方法：ﾌｨﾚｯﾄの形状、電気特性、その他何で評価すればよ山口新吾（松下電器）
6/13,14 第10回品質工学 場所：ＪＡホール（東京都千代田区大手町） 希望者参加
(木,金) 研究発表大会
6/21 事例検討１ ・現像材攪拌条件の最適化 荘所義弘（ミノルタ）

(金)99回 事例検討２ ・人工リーフの設計 原宣宏･福谷和久（神戸製鋼）
★ 事例検討３ ・電極加工条件の最適化 太田勝之（シマノ）

司：木村 講演 ・画像処理での品質工学の考え方　ほか 田口先生
議：貴志
参加22名
7/12 合同研究会 場所：滋賀県工業技術センター（滋賀県草津市） 滋賀・京都・関西合同

(金)100回 事例検討１ ・「エマルジョン型製品の安定性評価」 都留重（ネオス：滋賀）
＜滋賀＞ 事例検討２ ・「温度サーミスターの機能性評価」 北川剛（ダイキン工業：滋賀）
議：芝野 事例検討３ ・「機能性ガラスの（自動機での）加工条件の最適化について」 馬場康雄（堀場製作所：京都）

事例検討４ ・「ＭＴＳによる文字／写真画像の判別システムの開発」 平野雅康（ミノルタ：関西）
参加16名 事例検討５ ・「シミュレーションを用いた現像材攪拌フローの最適化」 荘所義弘（ミノルタ：関西）

8/3 勉強会 ・「鉄鋼部品における鍛造素材工程の最適化」 原宣宏（神戸製鋼）
(土)101回 ・「テーラードブランク工法における溶接の機能性評価」 山口新吾（松下電器）

グループ検討会 ☆プリンタヘッドの評価方法について 櫻井英二（富士通）
司：竹ケ鼻 (☆:全体討議分) ☆光ファイバーカプラーの信頼性向上について 高木正和（タツタ電線）
議：木村 ☆自転車用ヘッドランプの配光設計について 石川記尉（シマノ）

・品質工学の社内推進方法、説得方法等について 山口新吾（松下電器）
・釣り竿の塗装における塗料の密着性について 南俊行（シマノ)
・現像剤粒径分布の調整におけるシミュレーションの活用方法について 荘所義弘（ミノルタ）
・半導体製造工程でのＭＴＳ適用について 田中創（三洋電機）

参加20名 ・教育用に用いる大砲のパラメータ設計・電子回路の事例に関して 林忠夫（古野電気）
9/6→9/7 勉強会 ・「スタタパルトを用いた新入社員の品質工学教育実習の例」 残間茂雄（ヤンマー）

（土）102回 ・「複写機の紙搬送ベルトの回転改善」 寺阪佳久（ミノルタ）
・「ＭＴ法による液晶パネルの不良判定」 平野雅康（ミノルタ）

司：荘所 ・「品質工学で経営を変えられるか」「シミュレーションの活用と再現性の問平野雅康（ミノルタ）
議：太田 ・いすゞ自動車事例の解析研究について 木村哲夫（松下電工）

グループ検討会 ・Ｌ18の実験で18回の実験結果と推定結果でどのくらい差があっても良いか 櫻井英二（富士通）
(☆:全体討議分) ・光ファイバーコネクターのフェルールの折れ対策 高木正和（タツタ電線）

・シミュレーションの使い方について「バラツキの改善には精度は不要」
・ＭＴS法で、10^26もの距離が計算で出てしまい、SN比が計算できないが 芝野広志（ミノルタ）
・電気部品の接着（ハンダ付け）加工の評価について 原和彦顧問
・カプラ―（コネクター）の接続状態の評価について 残間茂雄（ヤンマー）
・産業用プリンタのペーパーカッターの切れ評価 稲垣潤（東レｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ）

参加20名 ・鋼板用冷間圧延ロールの不良をMTSで検出しようとしたがうまくいかないが原宣宏（神戸製鋼）
10/4 企業交流会 場所：マツダ㈱（広島県府中市　11：00～17：30）
(金) 　　原顧問・中井顧問・芝野幹事長・荘所氏・

10/11,12 合宿研究会 場所：兵庫県三木市　グリーンピア三木
(金,土)103回 グループ検討会 ☆光ファイバーの接続方法の改善 高木正和（タツタ電線）

(☆:全体討議分) ☆ いすず自動車事例の再解析後の状況 木村哲夫（松下電工）
司：貴志 ☆チョロＱによる品質工学の実践 清水豊（ダイハツ）
議：荘所 ・自転車用ランプのシミュレーション設計 石川記尉（シマノ）

・製品の寿命の評価方法 寺阪佳久（ミノルタ）
・フィルター濾材の評価方法 櫻井英二（富士通）
・推進、手法に関する質問 山口新吾（松下電器）
・シミュレーションによる熱処理機の効率改善 荘所義弘（ミノルタ）
・自動車用ヘッドライトのクモリシミュレーション評価 中浜寛和（エスペック）

参加17名 ・リール用フェイスギアの噛み合いの改善 太田勝之（シマノ）
11/2→11/1 事例検討１ ・「モアレ位置検出の安定化検討」 平野雅康･芹田保明･小坂明（ミノルタ）
（金）104回 事例検討２ ・「プラスチック光ファイバ（ＰＯＦ）カプラ作成条件の最適化」 高木正和（タツタ電線）

★ 事例検討３ ・「自転車用ヘッドランプの配光設計」 石川記尉（シマノ）
司：太田 講演 ・21世紀のＳＮ比の新しい計算方法について 田口先生
議：櫻井 ・周波数の新しい評価方法について
参加19名 ・ＩＳＯ原案、品質と機能、人間の五感など

2002/11/11･12品質工学 場所：11/11 古河電工　工場見学（三重県亀山市） 希望者参加
(月,火) シンポジウム 　　　11/12 シンポジウム
11月22日 品質工学大講演会 「日本の技術開発をどうするか？」　　　場所：東京ビッグサイト 希望者参加

(金)
12/13→12/6 １０周年記念行事 関西以外の研究会（京都４・滋賀３）からの参加も７名あった
(金)105回 事例検討１ ・「熱電対の誤差評価実験」 中浜寛和（エスペック）

★ 進捗報告 ・「自動車用ヘッドランプの配光設計」 太田勝之（シマノ）
司：貴志 事例検討２ ・「釣り用リールのギヤ形状最適化」 太田勝之（シマノ）
議：櫻井 講演 ・「技術開発のマネージメント」（田口玄一先生） 田口先生
参加22名 ・「技術開発のマネージメント」 田口先生

※品質工学会への活動報告は、「議事録担当作成→中井副会長確認→学会提出」の流れで実施
★勉強会担当と実施状況
　　　　　２月　吉川氏（松下電工）     中野氏（ＩＴＥＱ）     中浜氏（ﾀﾊﾞｲｴｽﾍﾟｯｸ）
　　　　　４月　濱田氏（富士通テン）   青山氏（ダイハツ工業）  藤井氏（日本ﾊﾞﾙｶｰ工業）
　　　　　５月　清水氏（ダイハツ工業）  林　氏（古野電気）    寺坂氏（ミノルタ）
　　　　　８月　原　氏（神戸製鋼）     残間氏（ヤンマー）     石川氏（シマノ）
　　　　  11月　平野氏（ミノルタ）     赤澤氏（神戸製鋼）  　 山口氏（松下電器産業）

※薄字は実施済みの方

■2002年度活動総括
　・田口先生ご講演　　４回
　・田口先生事例指導　14テーマ
　・原顧問ご講演　　　１回
　・全体討議　　　　　16テーマ
　・ＧＤ　　　　　　　49テーマ
　・勉強会　　　　　　15テーマ
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