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2002年05月 の投稿ログ
108．新しい会議室になりました
名前：Kazz@管理人

日付：5月30日(木) 19時21分

みなさん お気づきですか。
今まで無料でしたが有料に変更してオプションサービスがいろいろ増やせるように
なりました。添付ファイルも付けましたので，写真や図表などの画像も添付できま
す。大いに活用してください。登校ログの最大保存件数が150件から300件になり，
永久保存も可能になりました。
http://homepage2.nifty.com/khara/
109．Re: 新しい会議室になりました
名前：Kazz@管理人 日付：5月30日(木) 20時10分
やることが速いね。
会議室が生きてくるじゃないですか。
どんどんアップしてね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
112．Re: 新しい会議室になりました
名前：Jajan 日付：5月30日(木) 20時12分

新しい物好きなもので
貼り付け練習をさせていただきます。
114．Re: 新しい会議室になりました
名前：Jajan 日付：5月30日(木) 20時17分
KaZZ先生。
これはすごいですね。
益々充実しますね。
ではまた！

105．技術開発のスピード
名前：Jajan

日付：5月30日(木) 11時4分
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おはようございます。う～ん。
技術開発屋は「出来たときが納期」で，技術開発期間も，はなから1年とか考えて
のんびりのんびりと時を過ごして・・・。
品質工学の手法を入れて技術開発期間を画期的に短縮を狙いたいのに，もともと
の根性から直して行かんといかんようです。
品質工学の心を指導してゆくことはもちろん，技術開発のスピードの必要性を今
以上訴えてゆかねばと痛感しています。そして，成果や知識ではなく，その行動ス
ピード（技術開発のプロセスのよさ）で技術者の技術力を評価するというのはどう
でしょうか？
106．Re: 技術開発のスピード
名前：Kazz@管理人 日付：5月30日(木) 14時14分
Jajanさん こんにちは
貴方の話を聞いていますと昔を思い出すと同時に現状がよく分かります。
今までは何か仕事をやろうと考えた場合，ガントチャートなんか書いて，い
い加減なスタートするわけです。なんとなく仕事を進めていますと問題が出
てきて，本筋から外れた方向に動き出すのです。したがって，今どこまで来
たのか，何をやらなければならないのか皆目分からず夜遅くまでやってい
るのが現状ではないですか。勿論上司も進捗状況が全く分からないので
す。戦略的なストーリーもなければ，戦術も悪いのです。貴方が言われるよ
うに技術者の技術力を評価する尺度を作る必要がありますね。私がやって
いた方法は，目標設定のときに，商品や技術の目標だけでなく，体質改善
課題を同時に走らせて，プロセスごとの効率的な仕事のやり方を計画時点
に上司と部下で決めたのです。このようなやり方で行った結果，目標納期
に対して，1週間ぐらいのずれしか出なかったのです。パートのようなものを
作って，イベントには目標値と達成レベルを記入して，アローには具体的な
達成手段を記入させたのです。「･･･設計」とか｢･･･実験」とか「･･･試作」な
んていう計画書では仕事はできません。管理者が管理能力を失っているの
が問題ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
107．Re: 技術開発のスピード
名前：Jajan 日付：5月30日(木) 18時1分
KaZZ先生，ありがとうございます。
まさにおっしゃるとおりです。
まずは，個別の計画書の作り方＆進捗のコミュニケーションから見直しをし
てみます。
特に，私の場合，自立的にマネジメントレスで技術者がどんどん成果をあ
げてゆくレベルに成長するまでは，目標設定時のコミニュケーションで，ど
れだけ管理者が技術開発プロセスの革新に対する自分の信念を伝えられ
るかがPointとなりそうです。
貴重なアドバイスありがとうございました。
/E
115．Re: 技術開発のスピード
名前：Tetsu 日付：6月1日(土) 10時59分
技術開発のｽﾋﾟｰﾄﾞ。これも絶えずﾄｯﾌﾟから聞かされるﾌﾚｰｽﾞですね。がんば
れとか死ぬ気でやれとかもよく聞かされますがそんな掛け声だけで成果が
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上がるなんて本気で思っているとしたらこわい。業績不振の責任を問われ
て”社員が働かないのがいけない”とﾄｯﾌﾟの本音が垣間見れる発言が公に
なったことがあります。その直後に社長HPに"構造改革は品質工学"でとい
う提案をしました。ﾄｯﾌﾟからは何の返事もありませんでしたが一部の社員か
らは賛同の意見が寄せられました。ﾄｯﾌﾟがいくら叫んでも、またﾘｽﾄﾗをやっ
ても実態は何も変わっていません。むしろﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝは低下傾向です。
Jajanさん、Kazz先生が仰る通りで現状を変えるには技術開発のﾌﾟﾛｾｽを変
えるしかないと確信しています。例えば前例のない新規技術を1年以内に
開発することになったらどうするのでしょうか。理想機能を自ら定義して、誤
差因子を考えて、そしてできるだけ沢山のシステムと制御因子を選択し、可
能な限り短期間に最適値を求めるしかないと思うのです。おそらくｼｽﾃﾑ選
択を通して沢山の失敗を繰り返すでしょうが早く諦めることが結果として効
率化につながることになるはずです。しかし実態は納期限界まで最初に決
めたたった一つのｼｽﾃﾑに拘ってモグラ叩きを繰り返す。強引に下流に流し
て現場が火消しに追われる。上流で最適な選択をした結果であればこれも
仕方の無いことですが、実際には上流の技術開発ﾌﾟﾛｾｽに問題があるｹｰｽ
が多いと感じます。そこに手をつけることこそﾄｯﾌﾟﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに期待しているこ
となのですが今まで以上に一生懸命ﾓｸﾞﾗ叩きをやれと言っているに等し
い。ここまで狂ってくると正論を言っても簡単には止まりません。というより
逆にこちらが狂っていると見られる。残念ながら手遅れのｹｰｽが多いのも
確かです。火消し現場で正論をぶち上げても逆に潰されます。とは言っても
このままではまずい。我々もやり方を問われているのではないでしょうか。
正面からぶつかる一方で部長ｸﾗｽに個別に提案しています。幸い少ないな
がら仲間も現れました。先行他社に比べるとまだｾﾞﾛに近い状態ですが変
わるべき方向に変わると信念でやるしかないですね。
意識は行動を作り 行動は習慣を作る 習慣は人格を作り 人格は人
生を切り開く
最初の会社で新人研修のときに講師の先輩社員から教わった言葉です。
生まれて初めての給与明細に今でもこのメモが残っています。この会社は
今期過去最高益です。個々の社員の意識の違いが文化の違いや仕事の
やり方の違いとなり、結局それが業績の違いになって現れるのだと思いま
す。
116．Re: 技術開発のスピード
名前：Kazz@管理人 日付：6月1日(土) 21時58分
Tetsuさん こんばんは
現役時代にM社の研究所とSRI研究所と共同研究したことがあるのです
が，8年間続けた結果研究を中止したことがあるのです。原因はそのシステ
ムが温度に弱くてダメだということでしたが，8年間何をやっていたかという
と貴方が言われるように，システムの機能に拘ったため最後まで止められ
なかったのです。恐ろしい話ですがこれが現実なのです。
最後は私が乗り出して3ヶ月でそのシステムではだめだという結論を品質工
学を使って出してやりました。
「意識は行動を作り 行動は習慣を作る 習慣は人格を作り 人格は人生
を切り開く」とはいい言葉ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
117．Re: 技術開発のスピード
名前：Jajan 日付：6月3日(月) 9時23分
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Tesusanありがとうございます。
技術開発のプロセスを本当に革新してゆくことが重要な時期。
お金で買えない”時間”を有効に使うためにも，品質工学のプロセスをきっ
ちり織り込んでKaZZ先生のおっしゃるように，”再現性”で失敗を早く失敗と
認識でき，総意を決して困難な課題を解決できるようにしてゆきたいと思い
ます。
品質工学は「技術力」そのものを評価するツールですものね。
皆がこれを理解し，自分自身に”素直”になれればよい職場になると思って
います。（失敗を恥じず，今をどうするか！に集中するような）
また，
「意識は行動を作り 行動は習慣を作る 習慣は人格を作り 人格は人生
を切り開く」感動しました。ありがとうございました。
/E

101．訪問者が1万人を超えました
名前：Kazz@管理人

日付：5月28日(火) 18時14分

皆様のお陰で1万人を突破できました。感謝申し上げます。
ＨＰを開設しましたのは2000.4.15ですが,カウントを始めましたのが昨年の10月で
すから,7ヶ月で1万人を超えたことになります。お蔭様で毎日50人くらいの方が訪
れています。スケッチと品質工学のどちらの訪問者が多いかは分かりませんが，
皆さんの貴重な時間ですから,いい加減なものは載せられないと責任を痛感してい
ます。この掲示板も5月初めに新しくしてからすでに1498人の方がご覧になってい
ます。
http://homepage2.nifty.com/khara/
102．Re: 訪問者が1万人を超えました
名前：Jajan 日付：5月28日(火) 18時52分
祝 10,000人突破！
おめでとうございます。
このHPは毎日変化があって，本音で語り合える場。
私にとっては，毎日見るのが日課です。
今後とも益々訪問させていただきます。
103．Re: 訪問者が1万人を超えました
名前：いしの 日付：5月29日(水) 8時26分
待ちに待った１万人ですね。
おめでとうございます。
益々の発展をお祈り致しております。
104．Re: 訪問者が1万人を超えました
名前：Kazz@管理人 日付：5月29日(水) 11時9分
Jajanさん いしのさん
祝辞ありがとうございました。これも一つのけじめですから嬉しいものです。
掲示板のお陰で本音の声が聞こえるようになってうれしい限りです。皆さん
本当に素直なんですね。多少は建前のところもあると思いますがいろいろ
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な方が見ているのですから仕方がないでしょう。
今後とも忌憚のないご意見をお願いします。
追伸
現在は無料ですので150件で貴重なご意見が消えてしまいますので，有料
化しました。有料の場合，300件まで拡張して永久版としてバックアップを取
れますので何時でも過去のご意見をご覧になれます。更に参考資料も添付
できますので画像を含めて投稿できるようにしました。
実施は数日後からです。
http://homepage2.nifty.com/khara/

96．久しぶりにテキストの更新をしました
名前：Kazz@管理人

日付：5月28日(火) 9時13分

品質工学のテキストを作ってから数年経つのですが，今回技術情報協会の一日
講義や通信教育を行うことがきっかけで，テキストの更新をしました。新しい標準Ｓ
Ｎ比の考え方も入れたり,演習問題を各講に入れて段々と本らしい体裁を整えてき
ました。まだ独りよがりな点が多いのですがおいおい直していく積りです。矢野先
生に「貴方の文章はあれもこれもと難しく書き過ぎるから,もっと易しくして,今の３倍
くらいにしなさい」とよく言われますが，矢野先生の本は誰にでも分かるように書か
れるので感心します。一日の長がありますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
97．Re: 久しぶりにテキストの更新をしました
名前：mizgi 日付：5月28日(火) 11時45分
毎日アクセスさせていただいております。
一昨年，社内イベント担当で『ロボットコンテスト』を開催した経験がありま
す。その時に『ルールブック』を作ったのですが，これが一番大変でした。
誰にも誤解無く伝える事の難しさもそうでしたが，何と言っても『こちらが想
定していなかった局面での判断』について多数の参加者から質問・意見（な
いしは罵倒）の雨あられ。メールやら社内便やら，はては直談判に来るもの
まで出る始末。
その時には『そんな事まで想定できるか！』と怒りを感じましたが，それが
結局はユーザーと技術者との関係でもあったのですね。
物事を『平易な文章で誤解無く伝える事の重要さ』と『供給側と使用者側と
の関係』の２つを学ぶ事が出来た貴重な体験でした。
先生の通信教育，是非受けてみようと思っています。
98．Re: 久しぶりにテキストの更新をしました
名前：いしの 日付：5月28日(火) 11時47分
私も来月６／１１に規格協会にて「生産・製造部門のためのコース」で
話をすることになりました。今回の試みは、事例を通して学ばせるとの
ことのようです。矢野先生より「この講習会は、強者がくるので貴方、
大丈夫？」と脅しをかけられ、腹の中で「何ゆうてまんねん。先生がや
れと言うたんやないか！！」（関西弁になってます？）と思ったところ
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で後の祭です。
で、約３時間の話で２つの事例にて行うのだけれども、まともに話した
ら１時間で終わってしまう。そこで、事例の計算方法をテキスト化して
いるのですけど、これがまた難しい。では、実物測定誤差を皆さんでや
ってみるかとも思いましたが上手くいく保証はなく、また、高い受講料
を払って下さっている方に「良く分からなかった」と思われるのも可哀
想であり、現在、ブルーの極地です。
kazz先生、講師先輩として、良きアドバイスをお願い致します。
ＰＳ．矢野先生より「テキスト出来たら見せて」の一言でした。(TOT)
http://www.gijutu.co.jp/doc/cc/20607.htm
99．Re: 久しぶりにテキストの更新をしました
名前：Jajan 日付：5月28日(火) 14時37分
KaZZ先生。大作に期待しております。
小生，体系的にQEの勉強をしたことはなく，
QEを体系的に理解しなくてはと常々思っております。
特に，「信号」という概念とその設定の考え方が難しい・・・
KaZZ節モリモリのテキストを期待しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
/E
100．Re: 久しぶりにテキストの更新をしました
名前：Kazz@管理人 日付：5月28日(火) 16時47分
mizgiさん こんにちは
毎日アクセスしていただいて感激です。貴方が仰るとおり品質工学の言葉
は誤解を受けるものが多く簡単に分かってもらえないことが問題ですね。通
信教育を受けられるそうですが，3ヶ月で習得するのは大変ですが品質工
学の基礎ができていれば難しくないと思います。
第Ⅱ講の「機能性の評価とパラメータ設計」がメインですから頑張ってくださ
い。
いしのさん こんにちは
セミナーの先生ご苦労様です。先生をやることは大変よいことです。教える
ためにはたくさんの本を読み自分のものにして喋らないと相手から馬鹿に
されますし分かってもらえないですね。測定誤差は真値不明で求めるわけ
ですから分かってもらうのが大変ですね。今度の通信教育の事例の中にも
体重計の計測誤差の問題を入れています。
Jajanさん こんにちは
あれもこれもと考えていたら100ページを超えてしまいました。
確かに機能性の問題は幅広い技術力やセンスや経験がものを言います
ね。信号とノイズが分かる技術者が「ほんまもん」です。機会があったらご
覧になってください。今までの集大成で書いた積りですが，テキストというこ
ともあって説明が不十分なところがたくさんありますので別な文献や図書の
助けが必要ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

94．通信教育も始めます
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日付：5月27日(月) 9時50分

技術情報協会から品質工学実践講座の通信教育も始める予定です。
内容(目次）はホームページ内で紹介します。
http://homepage2.nifty.com/khara/
95．Re: 通信教育も始めます
名前：Kazz@管理人 日付：5月27日(月) 14時36分
いしのさん こんにちは
技術情報協会のページをご覧になられたのですね。
内容は変わっていますので私のＨＰの内容を見てください。
http://homepage2.nifty.com/khara/

88．品質工学セミナーのご紹介
名前：Kazz@管理人

日付：5月24日(金) 10時28分

私事で恐縮ですが，今回下記のようなセミナーを企画しました。
「技術開発段階における品質工学の考え方とその活用」
詳細は表紙のホームページ内で紹介しています。
皆様の企業の中で品質工学の考え方や進め方について初歩から学びたい方や
最先端の考え方も学びたい方がおられましたら,ご紹介いただければ幸甚です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
92．Re: 品質工学セミナーのご紹介
名前：いしの 日付：5月25日(土) 12時59分
kazz先生
社内には、ＰＲさせて頂きました。
御教鞭の方、頑張って下さい。

86．我以外皆...。
名前：いしの

日付：5月24日(金) 9時27分

kazz先生ではないけれど「我以外皆誤差因子（ノイズ）」と
言っています。この言葉は文豪吉川英治の「我以外皆師」を
もじったものだと思いますがこの考え方には共感を覚えまし
た。
因みに私も「なんと私の周りには良き？誤差因子（ノイズ）
が多いのか」と思っている次第です。
推進者に携わる方々も推進不可要因も一種の誤差因子（ノイ
ズ）の一要因だと思い、心のロバストを鍛えて下さいませ。
ＰＳ．誤差の調合（Ｌ１８割付）が難しいですが（笑）
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87．Re: 我以外皆...。
名前：Kazz@管理人 日付：5月24日(金) 9時48分
いしのさん おはようございます。
サッカー同様，いよいよ品質工学研究発表大会も近づいてきましたが，最
後の追い込みよろしくお願いします。
「私も年をとったな」と思うことが多くなりました。昔は｢悪魔」といわれていま
したから，いかに怖がれた存在だったかを反省しています。
今は仏とは言いませんが，皆さんのご意見も聞くようになり少しは大人にな
ったかなと思います。「われ」を捨てると簡単に言いますが，これほど難しい
ことはないですね。死ぬまでの課題です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
89．Re: 我以外皆...。
名前：Jajan 日付：5月24日(金) 12時59分
「我以外みなノイズ。」そういう考えにたつと生き方変わってきますね。
KaZZ先生の「科学と技術の違い」にある品質工学の観点
「ノイズを除去」→「ノイズの影響を除去」という観点で
自分の生き方（パラメータ）を変えて行くことにですね。
思い立ったら即実行，意外に楽な（平安な）生き方が得らそうでな気がしま
す
P.S.
QES2002今年も行きます。
追い込み奮闘中です。
91．老いて輝くものRe: 我以外皆...。
名前：いしの 日付：5月25日(土) 12時49分
約２ヶ月前に定年退職者と約１年半ぶりにお会いし驚愕してしまいました。
なんとその方は、定年前と定年後で考え方に何の進歩が見られなかったの
です。
私は、その件を申したところ大喧嘩となってしまい、その先輩から「おま
えとは二度と会わない」と言われてしまいました。私としては、「その言
葉、お返しします」と分かれてしまいました。
田口先生、矢野先生は自分の孫ほどの人間と対等、いやそれ以上にでき
る
ことです。それは光輝いています。
そのためには定年後においても勉強はするべきだと思っています。
私は「年老いて光輝くもの、それは品質工学だ」と思っております。
従って、kazz先生は、光輝いております。
若造の分際で生意気なことを申して申し訳ありませんが中年になって分か
ってきました。
93．Re: 我以外皆...。
名前：Kazz@管理人 日付：5月25日(土) 15時51分
いしのさん こんにちは
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貴方の先輩が卒業されて何も変化がなかったというのは当たり前なことだ
と理解すべきでしょう。私も定年退職直後は周りの皆さんに「原君も軟着陸
した方がいいよ」とよく言われました。私の周りの友人の多くはほとんど仕
事などしていません。贅沢さえしなければ年金でやっていけるのです。私は
定年退職の翌日に関西品質工学研究会を設立して活動を開始したのです
が，企業に在籍しているときから学会の副会長でしたし全く自然な状態で道
楽と極道の人生を送るようになったのです。
人それぞれ人生観が違うのですから，何も変化がなくても驚くことはありま
せんね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

79．日本をダメにしたのは誰だ
名前：Kazz@管理人

日付：5月21日(火) 22時35分

あまり批判がましいことは言いたくないですが，標準化と品質管理の6月号を見て
いて感じたことを申し上げます。
6月号の特集が「日本の品質管理の成長と21世紀の課題」というテーマで大学や
企業の皆さんからの問題提起が載っています。内容は高度成長のときとほとんど
同じで，世界から取り残された現状に対する反省らしいものが微塵も見られない
のです。「品質管理とは顧客志向の品質経営である」ということは高らかに謳って
いますが，具体的にどうするのかという提案がないのです。商品の品質はますま
す低下して止まることを知りません。多機能重視の政策がますます加速していま
すから，機能性はどんどん低下しているのです。「和を持って尊しとなす」という聖
徳太子の考え方が相変わらず満ち溢れているために,独創的な発想を忌み嫌うこ
とになっているのではないでしょうか。このままでは韓国はもとより東南アジアの
国々に先を越されることもそう遠くはないと思います。日本はベンチャー企業が育
たない国になってしまったのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
81．Re: 日本をダメにしたのは誰だ
名前：Jajan 日付：5月22日(水) 19時44分
和をもって尊しとなす文化。
品質や機能を自分で考え自分で作るという自己本位主義がスポイルされて
しまう幼児時代からの身の回りのシステム。考えればいろいろありますね。
ミシガン大学やアーヘン工科大学で，企業からテーマと金をもらって，学生
たちが自らが課題解決，技術開発をするという「技術者」育成の現場を見さ
せてもらうチャンスがありました。アジア列国もこのような形で人を育ててき
ているのでしょうね。
品質工学の本質である「己は何をしたいのか！」を徹底する。人との差異を
悪ではなく，よりよいアイデアを伸ばすための大きなチャンスとして差異を
歓迎できるようなOpenなそれでいて独創性の有る社会文化を追求してゆか
ねばと思います。QEの活動推進がその一助となるよう頑張ってゆきたいと
思います。
kaZZ先生，私への「喝入れ」今後ともよろしくお願いいたします。
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82．Re: 日本をダメにしたのは誰だ
名前：Kazz@管理人 日付：5月22日(水) 22時1分
Jajanさんが仰るとおり，農耕民族と牧畜民族の差が何時まで経っても変わ
らないのですね。平等なんてありえない話なんですが，民主主義の履き違
えで出る杭は打たれる社会ができてしまったんですね。
韓国や中国のほうがはるかに国際的感覚を持っていますね。貴方が興味
があるのでしたら，道元禅師の正法眼蔵随聞記など禅や仏法の世界の本
を読まれると過去の日本人の偉大さが分かりますし，品質工学の考え方の
原点が見えてくると思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
83．Re: 日本をダメにしたのは誰だ
名前：yoshifbpro 日付：5月22日(水) 22時17分
初めての書きこみです。原先生の記事についてのコメントではないのです
が
先日の道元さんのお話 興味深くお聞かせいただきました。
日本の「和をもって尊し」 グレーゾーンの日本らしさは最近の韓国の日本
本に素晴らしい解説が出版されています。韓国でベストセラーになっている
とか。
基本的に理解されないと思います。
しかし韓国もそうですがヨーロッパのＹＥＳ ｏｒ ＮＯ ０／１のどちらかしか
ないのが西洋的な発想だという認識には疑問を持っています。
キリストの場合 ＹＥＳ／ＮＯのどちらを言っても不利になる状況で彼はどう
したか？ 彼の答えは第３の全く別の選択肢を知恵の力で見出していま
す。
キリストの場合には我ワレという考えは全くないのですが
０／１ではなく他の選択肢というのは東洋的だなと改めて新約聖書を見な
おそうと思っています。
84．Re: 日本をダメにしたのは誰だ
名前：Kazz@管理人 日付：5月23日(木) 9時55分
哲学的な考え方には誤解を受けることが多いですね。ワレがあるから自分
の考え方が邪魔してしまうのでしょうね。コップだって一杯の水が入ってい
れば注いだらこぼれるだけですから，人間だって自分の経験や知識に囚わ
れて新しい考え方は受け入れにくくなっているということを自覚できる人間
になることが究極ですね。フォードのタイヤ事件でも日本的に何でも先に謝
ってから本題に入るという考え方が誤解を招いて国際的には問題になって
いるのですね。ワレを捨てるということと,自己を確立することは全く矛盾が
ないのですが，混同している場合が多いのですね。ワレ以外は女房や子供
でも全てノイズですから，ノイズを味方に付けるために,ノイズに強くなること
を考えることがもっとも大切だと考えています。フォードの社長のような「タイ
ヤのクレーム問題は車の責任ではない」というような発言が国際的であると
考えるとしたら,なにおか況やですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
85．Re: 日本をダメにしたのは誰だ
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名前：mizgi 日付：5月23日(木) 19時45分
民主主義を掲げる米国でも『大統領』の権限は絶大です。
民主主義＝和をもって～，はきっと日本にのみ存在するのでしょう。
～主義，というくらいですから『平等』でも『中立』でもなく『偏り』があるわけ
で，色々ある中じゃまあ許せる方かな，ぐらいのモノですよね。
民主主義は世の中で一番『非効率』なシステムですから例えば最近支持率
の低下している某首相，改革が進まないのも仕方ないのかも知れません。
みんなで決めている（実は決定するのを妨げている）うちに欧米（この，仲
がいいとはけっして言えない両者を括る言い方もどうかと思うが）はおろか
アジア諸国にすら置いて行かれるのですね。
ワールドカップ準備で自殺する人が出るくらいですから，国際かとかグロー
バルとか言っても，何一つ世界とお付き合いできるレベルのモノはないのか
と哀しくなります。だから亡命問題でも蚊帳の外なんだろうな。
我が社も『品質』を中期計画に掲げていますが，その中に『担当者に反省文
を書かせる』というモノがあって・・・。
確かに『技術者』としてどうなんだ？と自問するのであれば有効なのでしょう
が，単に『あのチョンボはこれこれこういう理由がありまして・・』と対症療法
的に終わってしまうとすれば何ともお粗末な施策ではあります。
とにかく自分のまわりだけでも『技術の本質』を理解できる人を（自分も含め
て）育てていかねば，を決意を新たにする今日この頃であります。

76．繋がらないQE
名前：Jajan

日付：5月21日(火) 12時1分

QEを続けQEで成果をあげたエンジニアが，ややもすると実プロジェクトでは，「現
象解明」「実物テスト」と，どたばたと，基本機能の定義も実験の目的・計画も明確
にせず走り出す・・・
品質工学を手法として理解しただけで，その本質を理解していないのかしら。こう
いう場合は，はてさてどう教育・指導すればよいものか。
それ以前にエンジニアのセンスの問題なのか。悩み多き日々です。
色んな観点でのアドバイス方よろしくお願いいたします。
77．Re: 繋がらないQE，悩みは同じ・・・？
名前：mizgi 日付：5月21日(火) 12時47分
ＱＥを推進しようと自分自身もテーマを決めてトライしていますが・・・。
同様に悩んでおります。
先日『生産技術』『量産』そして我々『商品開発』の各担当が集まって新技術
に関する会合を開きました。
『量産』チームの課題はイニシャルコスト低減とメンテナンス周期の延長。
『生産技術』チームは（その技術を）早く量産に適用したい。
『商品開発』チームはとにかく意図したとおりのモノを造りたい。
いきなり新技術を量産には適用できないと考えた私は『テストピース』で今
回提案のあった技術の検証をしてみては？ といったところ・・・
『ダメダメ！ やるなら量産でキチンと（？）やらないと！』
私は本当にその技術で『いいモノ』が出来るのか『生産技術』担当としても

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200205%20(1).html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

12/39 ページ

確認したいだろうからそう言ったのですが・・・。
どうも『現物』で『耐久試験』等で『評価』したがる習慣は抜けないようです
ね。
ちなみに『タグチ・メソッド』や『品質工学』の名前は一切出しませんでした。
『ダメダメ～』のコメントを聞いて，言っても無駄のように思われたからです。
そこで諦めるてはいけないのですが・・・・。
78．Re: 繋がらないQE
名前：Kazz@管理人 日付：5月21日(火) 20時3分
悩みが尽きないようですね。
品質工学をいくら勉強してもダメな技術者はいるのです。中途半端ですから
何時でも元の姿に戻ってしまうのです。そのような技術者を引き戻して継続
させることが管理者のマネジメントなんですが，そのような管理者や本物の
指導者がいない企業では結局ダメですね。
昨日ＮＨＫの朝の番組で小林カツヨさんという料理研究家がサラダの作り方
を指導していましたが，これを見ていて全くパラメータ設計の基本を身に付
けていると感じたのです。一芸に優れた方は品質工学なんて言わなくても
やれるんですね。テーマの目的もいい加減で現象解明で問題解決に走る
技術者は技術の本質が分かっていないんですから，テーマの決め方から
入って,たくさんのシステムの選択をやり,システムの評価に移ってすばやく
処理できる能力を徹底的に身につけさせることが大切です。我々には明日
はないのです。今日しかないとしたら無駄な試作や試験はできないはずで
す。
http://homepage2.nifty.com/khara/
80．Re: 繋がらないQE
名前：Jajan 日付：5月22日(水) 10時30分
KaZZ先生，Mizgiさんありがとうございます。
要するにセンスではなく「信念というか，人生観」に左右されるということで
すよね。特に自分が生かされている時間に対する概念の差なんですね。
今この瞬間を大切にする（２１世紀はお金で買えないもの（時間，環境，信
頼etc.）こそ価値がある時代になると個人的には考えているのですが）とい
う生き方。
KaZZ先生ありがとうございました。
P.S.
私ことですが，小林カツヨ先生は女房が大ファンの先生です。小林さんの本
にあったと思うんですが「いだだきます」の意味は「お命，いただきます，決
して無駄にはいたしません。」という意味と女房が教えてくれました。ただ一
回の料理にこれだけの気持ちを持って臨まれているのだと思います。
では，また。

66．検査ミスの悲劇
名前：いしの

日付：5月16日(木) 9時18分

衝撃的なニュースです。
皆さん、どお感じますか。
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----------------------------------------------------------------＜ＢＳＥ＞「判定できず責任を」女性獣医師が自殺 釧路保健所
国内４頭目のＢＳＥ（牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病）と確認された北海道音別
町産の乳牛の生体検査を行った釧路保健所食肉検査係の女性獣医師（２９）が自
殺していたことが、１３日分かった。室内に「（牛を見て獣医師として）ＢＳＥと判定
できなかったことに責任を感じている」などという内容の走り書きが残されていたと
いう。
道によると、獣医師は昨年１０月から全頭検査で食肉処理場に運ばれてくる牛
を、最初に目で見て異常の有無を判断する生体検査の仕事に携わっていた。１０
日、今回ＢＳＥが確認された牛の歩行が乱れているのに気づき病畜と診断。牛は
食肉処理された後、同保健所のエライザ法検査（１次検査）に回した。翌１１日に２
次検査で感染が分かった。
１２日に獣医師が出勤しないため、同僚が自宅を訪ね、首をつっているのを発見
した。
国のマニュアルは、生体検査でＢＳＥが疑われる場合、食肉処理せず農水省管
轄の家畜保健衛生所に送らなければならないと定めている。
釧路保健所の荒田吉彦所長は「普段からまじめで責任感が強い人だった。生体
検査でＢＳＥを見抜くことは非常に難しい。（歩行の乱れだけでＢＳＥを見極めるの
は困難なため）国のマニュアルに反してはいなかった。何でそこまで思い詰めてし
まったのか」と肩を落とした。
また、道保健福祉部の幹部は「国内でＢＳＥの症状をひと目で見抜ける獣医師な
どおらず、仕事に何のミスもなかった。現場の重圧を理解してほしい」と語った。磯
田憲一副知事は１３日の道ＢＳＥ対策本部で事実を伝えた。 【江口一、杉山靖
雄】（毎日新聞）
[5月13日22時52分更新]
67．Re: 検査ミスの悲劇
名前：やあまん 日付：5月16日(木) 12時44分
私自身、このニュースを見て技術者の責任の取り方の難しさを感じてしまい
ました。
少し前にも書いたように今の会社では自分が開発に関わった製品でのクレ
ーム対応に追われています。その中で本心として、どこかで「責任」を取ら
なければならないと思ってはいますが、さすがに自殺まではというのが本音
です。それなら「クビ」でもいいから会社（というか保健所？）を辞めてしまう
方がなどと正直な話、不謹慎なことを思ってしまいました。
ただ、この件ではMTS法の普及でこのようなミスが少しでも軽減されればと
願うばかりです。
68．Re: 検査ミスの悲劇
名前：Kazz@管理人 日付：5月16日(木) 13時23分
従来の単純な検査（不明）では検査ミスは避けられないと思います。
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やあまんさんが言われるとおり，ＭＴＳなどで多面的な評価をしないと難し
いと思います。それでも困難だと思いますが，損失関数を使って閾値の限
界を狭めるしか方法はないですね。
こんなことで自殺されたということは本当に痛ましい限りですね。真面目過
ぎたのでしょうね。このような不幸な事件が起こらないためにもＭＴＳの普及
があらゆる分野で広がることを願うばかりです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
69．Re: 検査ミスの悲劇
名前：いしの 日付：5月16日(木) 15時19分
現在、投稿中である私の論文「公害計測機器の校正システムの検討」
にて査読者より以下の質問を頂きました。その質問内容があまりに
単純なため少々「ムッ」とした私は以下に回答を致しました。
Ｑ9 Ａ０（100万円）に疑問があります。罰金から求められていますが、
その単位は1立方メートルとなります。2pH外れた水を1立方メートル流
すとその損失が100万円とは考え難く2pH外れた水を1日（528立方メート
ル）流すと5.2億円となり大き過ぎるように思います。つまり、罰金の
100万円の単位が問題です。この単位について再検討され、システムの
見直しが必要だと思います。
A9 ここが公害問題の難しいところであります。田口玄一先生がよく事
例を上げるサリドマイド問題ですが、妊婦の人体内にどの位の量が入
ると奇形児が生まれるかは人体実験を行ったわけではないので不明な
のです（統計上は出ていますが）。従いまして、何立方メートル2pH外
れた水を流すと生態系にどの位の影響が出てくるのかも実は不明なので
す。田口玄一先生は、公害問題は損失関数を用いて全て罰金制にすべし
と言われています。そこで下水道法の罰金制を適用したのですがこの法
律で処罰された事例はほとんどないのです。本研究は日本の公害システ
ムの在り方に対して問題を提起しています。異論もおありかと思います
が学会で議論して貰えたら幸いかと思います。
70．Re: 検査ミスの悲劇
名前：Testu 日付：5月17日(金) 0時18分
こんなことで自らの命を絶つとは。私の想像を越えた話です。しかし自らの
命が代償になるほどの大きなミスと感じたのかもしれません。それだけ大き
なﾌﾟﾚｯｼｬｰがあったのでしょう。国民の生命が自分の判断にかかっている。
そこまで思い込んでいたのか。もし品質工学を知っていたらこのような結末
にはならなかったかもしれませんね。窮屈なﾏﾆｭｱﾙの中で仕事をされてい
たとしたら残念です。
71．Re: 検査ミスの悲劇
名前：いしの 日付：5月17日(金) 13時0分
損失関数でいうなれば許容差△と不適合となった場合の処理費用Ａ円
の考え方が国のマニュアルになかったため、このような悲劇が生まれ
たものと思います。
また、女性獣医師が品質工学を知っていたら自分が死んだ場合におけ
る社会損失がどの位か想像が出来、安易に死は選ばず、辞表提出か罰
金を払うなど処置がとれたかもしれません。
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品質工学は、本当に奥が深いです。
72．Re: 検査ミスの悲劇
名前：Kazz@管理人 日付：5月17日(金) 14時1分
損失関数の考え方が理解されないのは，事故が起きたときは保険を使って
解決すればよいくらいにしか考えられておらず他人事なんですね。事故は
確率的に起きる問題で，飛行機が落ちる確率が真剣に考えられている世
の中ですから，損失関数などは学者の戯言なのです。
先日も飛行機に乗ったとき「オネエチャン」に「貴女は肩から２重のベルトで
固定しているが，お客さんは腰だけのベルトで大丈夫なの」と聞いたところ
「私達が死ぬとお客様に迷惑をかけるから」と話にもならない答えが返って
きました。お客の命の保証は保険金が出るからということでしょうが「安全
設計」の考え方が全くないのが現状ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
73．Re: 検査ミスの悲劇
名前：Kazz@管理人 日付：5月18日(土) 10時38分
いしのさん おはようございます。
今回は貴重な話題を提供していただき感謝します。
本当に品質工学は奥が深いですね。数式が簡単ですから内容まで吟味し
ないのですね。
今回の問題でも，経済的な問題として，人間の致死量から検査規格を決め
ることが法律化されておれば後は組織的に誰が責任をとるかも明確になっ
てきますね。個人の仕事ではなく，組織的な仕事にしないとこのような問題
は後を絶ちませんね。品質保証は，設計的に項目不明の問題を含む１０
０％の責任があるのだという田口先生の言葉が理解されていないのが残
念ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
74．Re: 検査ミスの悲劇
名前：tetsu 日付：5月18日(土) 13時51分
BSEの感染ﾙｰﾄが解明されつつあると聞きました。原因究明イコール解決
になってしまうのでしょうか。今後同じ失敗を起こさない検査体制、規格の
あり方をどうするべきか。他人事ではありませんね。
食の安全という意味では主食の米についても農家の知り合いから怖い話を
聞いたことがあります。今はあまり多くの農薬は使われていないそうですが
以前はすごい量を使っていたそうです。その頃の田んぼは生物が住める状
況ではなく奇形どじょうなんかもいたらしいです。我々はそんなことは知らさ
れずに危険な米をたべていたのでしょうね。農薬量は減ったとはいえ今でも
農家の方は胚芽に農薬が集中するので玄米は食べないそうです。何故農
薬を減らしたのか聞いたところそんなに沢山必要ないことが判ったからとの
こと。行き過ぎた健康志向もまた逆に問題ですが農業分野でもせめて品質
とｺｽﾄのﾊﾞﾗﾝｽ設計のために品質工学を使って欲しいものです。もちろん品
種改良とか農薬開発にも。
75．Re: 検査ミスの悲劇
名前：Jajan 日付：5月18日(土) 14時33分
皆さんこんにちわ。
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衝撃的かつ大規模な見地で皆さんが品質工学をとらえられていることすば
らしいと思います。
損失関数はシンプルなしかし明確な値を私達に与えてくれます。
あらゆるシステムで、いかにして我々がＬを減らせるシステムを提案できる
かが重要で、それを常に考えてゆく姿勢が重要と再認識させていただきま
した。

58．黙ってやるべきか？
名前：Testu

日付：5月15日(水) 0時23分

ちょっと普通ではないことで相談です。市場ｸﾚｰﾑが発生し返品手直しが必要とな
った場合には皆様の会社ではどのように対応されているのでしょうか。実は最近
立て続けに市場品質問題が発生しているのです。そもそもそのような問題が発生
しないように上流で解決する、あるいは最悪でも品質保証部門が工場外に出さな
いような手段を講じることが本筋ではありますがこの件に関してはそれはもう遅
い。とにかく返品修理作業をするしかないのですがそれがなんと管理職を除く工
場の全技術者が交代制で手直し修理作業をやらされるのです。ﾘｽﾄﾗで作業者が
ほんとんどいなくなったのも一つの原因です。今までは現場の方々がこのような業
務をやってたのかもしれません。こんな後ろ向きの作業でも突発的に1回でお終い
であればまだ良いのですがそうではないのです。上からの命令に従って黙って作
業をすれば波風は立たないのでしょうが本当にそれで良いのか迷っています。な
にしろ今後の対策、防ぐ方法、責任部門はどこか等々の本質論はほとんどなしに
後始末作業のみ一方的な命令が来るのです。わが社は良い子が多いのでほとん
どの社員は文句を言いませんが私はそろそろ我慢の限界に近づきつつあります。
これをきっかけにまた問題提起をするべきか？ 実は開発設計効率化の提案は
以前もやったことがあって痛い目にあっています。その他色々ぶつかってきたわ
けですが今度は今までにない特殊なケース。
とりあえず今回は課長に伝えました。今回はきちんとした説明なしには作業協力
はしないと。それとこんなやり方では組織全体の品質意識が低下するとも。
59．Re: 黙ってやるべきか？
名前：Kazz@管理人 日付：5月15日(水) 10時13分
Tetsuさん おはようございます。
大変ですね。「オマエのところもか」といいたい話ですね。
２０数年も前の話ですが，私が竜野の子会社に出向していたときに，毎日
のようにスタッフが刈り出されて手直し作業をやらされた経験がありますの
で，今更のように思い出しています。当時は我々の部隊を「ふくろう隊」と名
づけて作業員が帰った後で人事から技術からスタッフが不良品の手直しや
袋詰をやりました。購買課は昼間は入荷した部品を選別するのが仕事で本
来の仕事は夜間行っていました。
このような事態は一旦起こるとこれが常態になるから恐ろしいのです。皆は
文句は言っても根本的な対策は打たないのです。当時は品質管理の全盛
時代でしたが，ＴＱＣでは打つ手はなかったのがホンネです。
当面の火消し活動はやるとして，今回の事態が何故起きたのか。チャンス
ではないでしょうか。関係者が集まって徹底的な討論をすべきでしょうね。
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今日やらなければ明日はないのです。立ち上がる勇気も必要だと思います
がいかがでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
60．Re: 黙ってやるべきか？
名前：Jajan 日付：5月15日(水) 11時30分
Tetsuさん。はじめまして。
何の説明もなくなぜ，工場のスタッフがやるのか？
お気持ち，よく理解できます。
当面の火消しは必要ですが，
その問題の責任部門を明らかにする部署（品質保証部等）があり，
そこが責任部署を特定し，その作業をや責任部署らせるのが本筋と思いま
す。
たとえば，クレームが生産技術のせいなら生産技術のメンバーが，
設計のせいなら設計のメンバーが火消しする。
とはいえ，時間的に工数が足りない場合は
頭を下げて工場に作業をお願いするというのが
火消し作業のルールではないかと？。
（もちろん，会社や工場の規模で色々あるとは思いますが・・・）
61．Re: 黙ってやるべきか？
名前：いしの 日付：5月15日(水) 15時20分
>その問題の責任部門を明らかにする部署（品質保証部等）があり，
>そこが責任部署を特定し，その作業をや責任部署らせるのが本筋
>と思います。
>たとえば，クレームが生産技術のせいなら生産技術のメンバーが，
>設計のせいなら設計のメンバーが火消しする。
>とはいえ，時間的に工数が足りない場合は
>頭を下げて工場に作業をお願いするというのが
>火消し作業のルールではないかと？。
>（もちろん，会社や工場の規模で色々あるとは思いますが・・・）
うちでも同じ形態をとっています。しかし、責任部署を特定するのは
結局ところ力関係となります。
で、半導体では特性上のクレーム品（対象ロット）は選別費が嵩むた
め殆ど場合、廃棄処分としています。
しかし、品質工学をやっていると本当に矛盾が見え嫌になりますね。
で、この苦悩は、Testuさんだけではないのですよ。
62．Re: 黙ってやるべきか？
名前：タクヤ 日付：5月15日(水) 16時6分
> ちょっと普通ではないことで相談です。市場ｸﾚｰﾑが発生し返品手直しが
必＞要となった場合には皆様の会社ではどのように対応されているのでし
ょうか。
当社（自動車関係）でも皆さんの会社と同じで、手直しを技術者でやる場合
があります。他の課での問題でも同じ技術部どうしで分担になり対応してい
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ます。しかし、不思議と設計の問題だという認識は低い（当事者以外）と思
います。数年経つと忘れ去られています。実は私もこの市場クレームを無く
したために品質工学を全社に普及させようしいては会社の仕事の仕方を変
えてやろうと日々画策しております。一番もの
63．Re: 黙ってやるべきか？
名前：やあまん 日付：5月15日(水) 17時0分
>その問題の責任部門を明らかにする部署（品質保証部等）があり，
>そこが責任部署を特定し，その作業をや責任部署らせるのが本筋
>と思います。
>たとえば，クレームが生産技術のせいなら生産技術のメンバーが，
>設計のせいなら設計のメンバーが火消しする。
>とはいえ，時間的に工数が足りない場合は
>頭を下げて工場に作業をお願いするというのが
>火消し作業のルールではないかと？。
>（もちろん，会社や工場の規模で色々あるとは思いますが・・・）
今いる会社では、正直なところどんな問題でも設計（開発）が出ていく体制
になっています。そのため肝心の改良が疎かになって、クレーム→火消し
→クレーム→火消し→・・・と「もぐらたたき」以前の状態に陥ることがありま
す。（というか現に今、そのループに陥っています。本来なら「部門評価制
度」ではないですが、営業なり品管なりがStopをかけるべきと思います。し
かし営業などは既に注文を受けたからとかいう理由で「中途半端な」製品を
出荷するように圧力をかけてクレームがついたら「おまえが悪い」とすぐ設
計にゴチャゴチャ言いますから・・・。）
確かに設計が責任を負わないのも問題ですが、逆に設計ばっかりが責任
を負うのも問題のような気がします。このおかげで改良のチャンスさえなくし
かねない事態になりますから・・・。
（すみません愚痴っぽくなってしまって・・・。）
64．Re: 黙ってやるべきか？
名前：Kazz@管理人 日付：5月15日(水) 17時20分
発言された皆さん
品質とコストについて各部署の役割と責任が下記のように明確になってい
ますか。明確になっていても結局は担当部署が責任を取れないのでしょう
か。
１．商品企画部門
消費者の商品品質（品種問題）についての責任を持っている。
（機能，設計寿命，価格やデザインについて全部の責任を取ることである）
２．開発設計部門
システム設計，パラメータ設計，許容差設計における技術品質（品質問題）
についての全部の責任を持っている。
（安全率が４の場合，市場クレームの９４％は設計責任である）
３．生産技術と製造部門
市場クレームについては，６％の責任しかないが，標準条件における製
造品質や間接部門のコストを含む商品コストの責任を持っている。
４．品質保証部門
設計品質については，設計で見逃した項目不明の問題を含む市場でのリ
コールの１００％の責任を持っている。
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５．品質管理部門
製造ミスによる市場リコールの１００％の責任を持っている。
最近市場で発生している品質問題は，上記のような役割と責任が明確でな
いため，問題が発生すると社長の退陣でお茶を濁す程度で，本質的な改善
にならないのです。
永遠の課題でしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
65．Re: 黙ってやるべきか？
名前：Testu 日付：5月15日(水) 21時48分
みなさんｺﾒﾝﾄありがとうございます。
実は品質問題処理は今回は初めてではありません。最初に入社した某ｺﾋﾟ
ｰﾒｰｶｰでも似たような状況を経験しましたが面白いことに会社によって対応
方法がまったく違うのです。ちょうど入社直後だったので学生気分が吹き飛
んだ出来事でした。まずは責任部門は研究所と明確にされ、直ぐに緊急ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄが発足。研究所内の責任部門ﾒﾝﾊﾞｰが24時間の2交代制で無期限対
策実験に突入したのです。あのとき、ﾘｰﾀﾞｰは潔く責任を認めていました。
対策実験のやり方はともかく責任を明確にする点がすばらしかった。その
会社はこの不況下でも過去最高益とのことです。こんな文化の違いが損益
の違いに繋がっているのかもしれませんね。一方、今の会社は大赤字でﾘｽ
ﾄﾗの真っ只中。
前置きが長くなってしまいましたが本題に戻ります。背景はｺｽﾄﾀﾞｳﾝです。
機能性改善意識欠如で部品なり工程を削除した結果です。戦略というか技
術見通しの曖昧なｺｽﾄﾀﾞｳﾝ設計を行った部門が最初の責任部門です。そ
れとｺｽﾄﾀﾞｳﾝ設計の弊害を予測できなかった品質保証部門も問題です。欠
陥製品を工場から出荷してしまったのですから品質保証が機能していなか
ったことが証明されたわけです。加法性のない品質特性でN数任せの温度
試験をやり、運良く死亡率０なら出荷OK。これは怖い。
良い機会ですから作業が一区切りとなった時点で仕掛けてみます。なんと
か品質工学普及のきっかけにしたいですね。ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄで問題提起と解決
案提案するか。部門内では2回目のﾄﾗｲになります。今度は撃たれないよう
に注意しなければ。責任論を持ち出すとおそらく撃たれる。さてどうするか、
今回はじっくり慎重に。

44．問題を出される場合の注意点
名前：Kazz@管理人

日付：5月11日(土) 18時55分

皆さん 問題を出される場合全体が分からなければ頓珍漢な回答になりますの
で、出来るだけ分かりやすく出される方がよいと思います。秘密な部分もあると思
いますが、その場合にはメールの方がよいですね。
タクヤさん問題の場合であれば、材料や製品は何か。何をしたいのか。問題は何
か。工程がたくさんあれば全体のシステムとサブシステムを示す。等など判断でき
るような材料が欲しいですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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45．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：いしの 日付：5月13日(月) 8時55分
Kazz先生の仰るとおりです。
私の所属する研究会でも本当の問題点を隠し、ヒントだけ貰えたらという都
合の良い方が参加するときがあります。その方は会社を気遣って（また、自
分の立場が悪くなることを恐れ）いることが分かるのですがＹ教授は、歴戦
の勇士のため直ぐにバレ、あとはご想像とおりの進みになります。
「中途半端な改善は、中途半端な結果しか生まない」ことをご承知あれで
す。
47．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：Kazz@管理人 日付：5月13日(月) 10時14分
あまり堅苦しいことになりますと発言できなくなりますので、それほど真剣に
考えていただく必要はないのですが、問題の本質を議論する方がよいと思
いますのでよろしくお願いします。
実際の会話であれば分からないことをその場で聞くことも出来ますが、この
ような会議室では限界があるように思いますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
49．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：タクヤ 日付：5月13日(月) 12時53分
いしのさん
kazz先生
＜「中途半端な改善は、中途半端な結果しか生まない」ことをご承知あれで
＜す。
そういうことですよね。もっと徹底的に支援しないといけないようですね。Y
先生曰く、推進するのがいけないと言われましたが、やらされるのでは所詮
その程度なのでしょうか？
私もWEB上での質問にはやはり限界があると思います。但しkazz先生のこ
のホームページのご指導により全く初心者だった私も、レベルアップさせて
いただいておりまして、感謝しております。他にはここまで教えていただける
ところはないですもので・・・・・かなりそれに甘えていると反省しております。
やはりそれ相当の代価を支払うしかないのでしょうけど。関東地方の方は
いいと思いますが、地方ではなかなか苦労します・・・・

50．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：いしの 日付：5月13日(月) 13時24分
すみません。
先生方にコンサルを頼む場合の心配りを言ったまでで、タクヤさんを責めて
いる訳ではありませんので勘違いをされていましたら御免なさいです。
で、品質工学は関東地区より地方の方が進んでいますよ。
51．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：いしの 日付：5月13日(月) 13時29分
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お詫びで一つヒントをば。
転写性の寸法の取り方は、座標関係で行った方が良いとのことです。座標
関係と独立した箇所を測ると感度がばらつくとのことです。
頭の良い人はピンとくるのでしょうが私は二晩考え込みました。（笑）
54．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：タクヤ 日付：5月13日(月) 18時1分
今回のテーマは浸炭熱処理を鉄材に行った場合、処理前後でワーク寸法
が比例する（炭素が材料に浸入）という考えで実施しております。
しかし材料の組成によって、炭素の浸入が阻害される場合があったというこ
とで、それを想定して誤差に入れ込んでおけばよかったのかもしれません
が、そういうことが起こるとは考えていなかった、いや実験のしやすい誤差
で評価してしまったところに、失敗があったのではと考えております。但しわ
ざと悪い材料を作ることは困難ですので、こういう場合何かよい方法がない
でしょうか
56．Re: 問題を出される場合の注意点
名前：Kazz@管理人 日付：5月14日(火) 9時6分
タクヤさん おはようございます。
>今回のテーマは浸炭熱処理を鉄材に行った場合、処理前後でワーク寸
法が比例する（炭素が材料に浸入）という考えで実施しております。
>ワークは回転対称な形状（段付き円筒）でして内径、外径、全長について
炉内の位置をN1N2として･･･
ということが問題ですから，このような発言を最初にしていただきたいので
す。そうすれば適切な回答が得られると思います。
ところで，内径や外形などは測定位置で変わりますし，基準が明確になりま
せんし，円筒度のような測定が困難なものは転写性を調べてもうまくいきま
せん。測れないものを評価するのが品質工学ですから，何を測るかが問題
になるわけです。そこで最近では，エネルギーを測っていることはご存知だ
と思います。どうしても形状寸法で評価したい場合には基準点が明確であ
る矩形などの単純な形状で評価すべきだと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/

40．問題発生第2弾
名前：タクヤ

日付：5月10日(金) 14時13分

昨年度取り上げた事例の中で、前回取り上げた問題以上の問題が発生してまっ
たようです。材料熱処理条件の最適化というテーマで、炉内の位置を誤差因子に
とって実験しました。特性はワーク寸法の転写性です。当初は炉内の位置でかな
り差が出ると予想していたのにいざＬ１８で実験してみると、Ｎ１Ｎ２で効果の逆転
現象が発生してしまいました。このとき時間がなくて利得の再現性ができず品質
特性の工程能力（試作Ｎ増し）で確認し開発完了したところ、量産時の材料ロット
の違いで（但しどの成分かは？）要求特性が満たせない状態が発生しました。そこ
でこの量産不具合を早期に沈静化すべく品質工学で実験したいのですが、誤差
因子は材料ロットでやるしかないかのご相談です。
またまた愚問ですがお願いします。（担当者は材料のどの成分が悪いのかという
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従来の原因究明に走ってしまっています）
41．Re: 問題発生第2弾
名前：Kazz@管理人 日付：5月10日(金) 19時47分
タクヤさん こんにちは
仰るように、炉内の位置で差がないとか逆転するようではノイズとしてはま
ずいですね。また、N数のような偶然誤差もまずいですね。
そこで、材料ロットというのもノイズの一つですが、あまりよいとはいえませ
んね。同一寸法の位置の差もノイズですから、maxとminの寸法もノイズで
す。具体的に使い方が分かれば、ノイズとしては使用環境条件や劣化が一
番なのです。評価特性は使用条件が分かれば、寸歩安定性の変わりに、
機械特性か電気特性で評価することを考えた方がよいですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
42．Re: 問題発生第2弾
名前：tetsu 日付：5月11日(土) 13時12分
> 昨年度取り上げた事例の中で、前回取り上げた問題以上の問題が発生
してまったようです。材料熱処理条件の最適化というテーマで、炉内の位置
を誤差因子にとって実験しました。
熱処理条件の最適化とのことなので制御因子はﾌﾟﾛｾｽ条件ですね。もし材
料関連因子も制御因子に混在されたのであれば交互作用となり再現性悪
化する可能性もあると思います。現場で発生した問題は材料ﾛｯﾄの違いが
原因であるとすれば材料の違い（組成?)が熱処理ﾌﾟﾛｾｽとしての誤差因子
にもなるのではないでしょうか。つまり材料の組成が変化しても機能が変化
しないようなﾌﾟﾛｾｽ条件を追求することを目的とした最適化です。あるいは
材料組成が変動しても機能が安定した材料開発というｱﾌﾟﾛｰﾁもありえま
す。材料変動の変わりに環境、劣化を誤差因子にできれば効率的です。材
料組成変動に敏感＝環境変動、劣化に弱いとはならないのでしょうか？内
容把握不十分ですので見当違いだったらごめんなさい。
特性はワーク寸法の転写性です。当初は炉内の位置でかなり差が出ると
予想していたのにいざＬ１８で実験してみると、Ｎ１Ｎ２で効果の逆転現象が
発生してしまいました。このとき時間がなくて利得の再現性ができず品質特
性の工程能力（試作Ｎ増し）で確認し開発完了したところ、量産時の材料ロ
ットの違いで（但しどの成分かは？）要求特性が満たせない状態が発生し
ました。そこでこの量産不具合を早期に沈静化すべく品質工学で実験した
いのですが、誤差因子は材料ロットでやるしかないかのご相談です。
> またまた愚問ですがお願いします。（担当者は材料のどの成分が悪いの
かという従来の原因究明に走ってしまっています）
43．Re: 問題発生第2弾
名前：Kazz@管理人 日付：5月11日(土) 18時42分
問題発生というのはどんな問題ですか。寸法精度が悪いということですか。
材料はセラミックスと考えたらよいのでしょうか。
材料の組成の違いで問題があるとすれば、標準条件で組成の違いがある
のか調べてみたらどうですか。N1とN2の差がないようなものをノイズにとっ
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ても再現性は保証できませんね。材料は制御因子ですから、混錬の仕方
やバインダーの違いなどで寸法の安定性が変わると考えられますので、そ
のサブシステムでパラメータ設計が必要かもしれませんね。ロットの違いと
いってもその辺が技術的に分かっていなければノイズと考えることに問題
があるのではないでしょうか。
全体の工程がよく分かりませんので判断が出来ません。セラミックスであれ
ばたくさんのサブシステムが考えられますので、まず全体でパラメータ設計
をやってみて、その後で、問題がありそうなサブシステムでパラメータ設計
をやるほうがよいと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
46．Re: 問題発生第2弾
名前：Jajan 日付：5月13日(月) 9時16分
僭越ながら・・・
利得の再現性が出ていないということは，実験は失敗ということでは？
また，実量産で発生した品質問題→ノイズとしての評価というのは
いささか，安直な気がしますが。
本質どうありたいのかを考え直すいいチャンス。
急がば回れ，基本に帰って要因効果図をじっと眺めていると
自ずと新のシステムやパラメータが見えてくるのではないでしょうか？
48．Re: 問題発生第2弾
名前：タクヤ 日付：5月13日(月) 10時16分
kazz先生、tetsuさん
ご教授ありがとうございます。
質問する時、あまり詳しく言うと機密のところもありますし、
どうしようか迷いましたが、いきなりメールを送付してしまうのも
失礼かなと思いまして、質問させていただきました。
材料は鉄材で、浸炭処理をしております。
問題は材料寸法の変化がロットによって変動してしまったことにより
寸法精度、硬度を満足できなくなったことでした。
原因は推定ですが、試作時のロットの材料と量産時のロットの材料では
材料メーカーの製造装置が異なり、不純物が試作時よりは多くなったことが
考えられます。対策としては材料メーカーに不純物量を減らすよう要望して
います。まあこれでメーカーで対応できれば解決ですが・・・・・
このような事が今回の事前検討時に防げなかったのが少し残念ですし、せ
っかく品質工学を使ってもやはり無理だったのかと・・・・
要は今回はじめて品質工学に取り組んでもらった人を成功させるにはどう
したらいいか、アフターケア－も大切と考えております。
今後このような問題を未然防止するような実験をおこなうにはどうしたらい
いか、考えたいと思いまして投稿しました。
52．Re: 問題発生第2弾
名前：Kazz@管理人 日付：5月13日(月) 14時50分
ワークの寸法の転写性ということですが、基準になるもの（例えば金型とか
NCマシンの指示寸法とか）があるのですか。寸法精度の目的機能では基
準点が重要ですから、信号に相当する基準点を明確にしてX,Y,Zの各座標
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の寸法を測ることが大切です。計測器による計測誤差も精度には大きく影
響しますから注意しましょう。
http://homepage2.nifty.com/khara/
53．Re: 問題発生第2弾
名前：タクヤ 日付：5月13日(月) 17時47分
＜ワークの寸法の転写性ということですが、基準になるもの（例えば金型と
か＜NCマシンの指示寸法とか）があるのですか。寸法精度の目的機能で
は基準＜点が重要ですから、信号に相当する基準点を明確にしてX,Y,Zの
各座標の寸＜法を測ることが大切です。計測器による計測誤差も精度には
大きく影響しま＜すから注意しましょう。
kazz先生、いしのさんありがとうございます。
座標では取っておりません。ワークは回転対称な形状（段付き円筒）でして
内径、外径、全長について炉内の位置をN1N2として、Ｌ１２の1行毎にSN比
を計算し算出しました。従いまして信号の水準がかなり広範囲でとっており
まして、逆に言うと外形のデータにすごく引っ張られると思います。座標に
直して解析すればよいのですね。ありがとうございます。
55．Re: 問題発生第2弾
名前：Kazz@管理人 日付：5月14日(火) 0時13分
タクヤさん こんばんは
ようやく何を測っているかが分かりました。
多分円筒状のもので，しかも段付だということですが，円筒度をどのように
測ったのでしょうか。切削加工をして工作機械から外してしまいますと真円
度は測れないと思います。原理的に中心が求められないものをどうして測
定できるのでしょうか。三次元測定器で測っても駄目だと思います。計測精
度が悪いもので評価しても上手くいきません。
基準面が正確に出る矩形断面形状のサンプルの方が寸法精度は出ると思
います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
57．Re: 問題発生第2弾
名前：いしの 日付：5月14日(火) 17時21分
このへんが技術力が出るところで特許にもなるかと思います。
（要因効果図は、すでに特許に通じるとのことですよ。）

37．(untitled)
名前：Kazz@管理人

日付：5月9日(木) 9時46分

Jajanさん おはようございます。
先日貴方が5月8日に発言された下記の「技術者のセンス」について考えてみまし
た。
>技術者のセンスが
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>①改善型 か 開発型か
>②理論究明型 か システム設計型
>かによって，その人のとる行動が大きくことなりますよね。
>品質工学はともに後者肌を支援するメソドロジだと思います。
>「己は何をすべきか！」を真剣に考え実践する姿勢を
>広げてゆくことがマネジメントには必要だと痛感しています。」
品質工学で成功された方の多くは純粋な技術者で現在の組織では理解されない
飛躍的な未来志向の方が多いように思います。しかも、有言実行で組織を巻き込
んで実践された方だと思います。Jajanさんもその中の一人だと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
38．Re: (untitled)21世紀の技術者
名前：Jajan 日付：5月9日(木) 11時29分
Kazz先生おはようございます。
過剰評価のお言葉ありがとうございます。
先日東京で先生のおっしゃておられた「サラリーマン技術者」の言葉がずっ
と心に残っています。
２１世紀は，「循環型＆極省エネで最高の機能を実現」の世紀に変えて行く
使命が我々にはあると私は考えていますが，それをやり遂げれるのは自主
的なコミットメント（有言実行）できるプロの技術者。
私は，「品質工学」のものの考え方・進め方をフルに活用して技術者の意識
をプロへと変えていこうとしているだけで，実は品質工学のことは何も分か
らないのが実情です・・・。
今後もご指導の程よろしくお願いいたします。
/E
39．Re: 21世紀の技術者ー明日の命ははわからないー
名前：Kazz@管理人 日付：5月10日(金) 0時49分
Jajanさん こんばんは
今実行委員会が終わって帰阪したところです。
明日は関西品質工学研究会が10時から始まります。
考えてみると人間は自然に生かされている動物で、一寸先はどうなるか分
からない儚いものです。こんな時代だからこそ、今という一瞬を大切にしな
ければならないと考えています。これは道元の正法眼蔵でも説かれている
ことですね。これは道元だけでなく仏法の教えです。
品質工学の考えていることも同じで、今という時間を無駄に使うことは許さ
れないのです。そのためには「ワレ」を捨てて、「自己」を確立することが大
切で、貴方が言われるように「今何をなすべきか」を考えることが大切にな
るのです。ワレのために品質工学を学ぶのではなく、社会人類のために地
球環境の改善のために「ハタラク」ことが大切だと考えています。そのため
に周囲を巻き込んで改革することが21世紀の技術者の使命ではないかと
思います。偉そうなことを言っても所詮は自然に帰る身ですから、今を大切
にしましょうね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

35．品質工学は着実に進歩している

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200205%20(1).html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

名前：Kazz@管理人

26/39 ページ

日付：5月8日(水) 15時55分

「品質工学は後退したのか」というテーマで 投稿日： 4月27日(土)10時27分26秒
に下記のような発言をしましたがご意見のある方はありませんか。
“最近の標準ＳＮ比の考え方を21世紀の品質工学とか言っていますが、考えてみ
ると昔の変化率の考え方に戻っただけではないかと見る人もいます。確かにノイ
ズを加えて初期値と劣化後の値の変化率と考えれば、考え方は全く同じモノです
ね。従来と異なる点は原点を通る機能性評価だということです。この点が従来の1
点だけの静特性の望目特性や変動係数とは異なる点ですね。田口先生は「動的
静特性」などと新しい言葉を出しています。
田口先生は「信号で変化させなければ、出力は変化しないのです。目標値との誤
差や変動係数は動特性ではないのです」といっておられます。機能性の評価がよ
りシンプルになり、開発の効率化に寄与することを期待しています。”
http://homepage2.nifty.com/khara/
36．Re: 品質工学は着実に進歩している
名前：いしの 日付：5月8日(水) 16時53分
「人間とは、一生の内で必ず原点に帰るときがある」と何かの本で見たこと
があります。
田口先生も今まで行って来たことのまとめ段階に入ったのではと浅考して
ま
す。

30．真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月5日(日) 13時52分

kazz先生、お久しぶりです。
さて、品質工学会10周年記念の特別セミナーｉｎ名古屋に参加した方よりテキスト
「マネジメントのための品質工学」を読みました。
田口先生らしからぬ？非常に分かり易い文面で非常に感激しております。
そこで、生産性の向上を以前は「品質とコストのバランス」と言っておりましたがこ
のテキストでは「品質とコストの両方の和を改善」となっており以前の文言より分か
りやすくなっています。私もオンラインＱＥの説明でも「品質とコストのバランス」と
言っていましたが何かしっくりせず悩んだものです。今度は胸を張って「品質とコス
トの総和改善！！」と言うことができます。
あと、１．３項の「公害と課税の重要性」で分からない箇所があります。
百貨店、遊園地、スキー場などに税金を課すことは、何となく分かるので
すが個人の住宅、個人の所有地などに高く課税するべきとすることが何回、
読んでも理解できませんでした。どう解釈したら良いのでしょうか？

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
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31．Re: 真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月5日(日) 13時52分
いしのさん こんばんは。
品質とコストの問題は、品質改善の成果をコストに還元してバランスとるこ
とも大事ですが、それと同時に、社会的な生産性である両者の和を最小に
する方がもっと大切ですね。
田口先生は常に一方的な考え方ではなく、社会全体のエネルギーを最小
にすることを発想の原点に考えていますから、個人住宅や個人の所有する
土地のように社会的な生産性を生まないものは課税をかけて手放すことに
よって、土地の公共化を促進して、社会的に資源を有効に活用できると考
えられているのだと思います。先生の発想は自分の立場より、消費者や国
民など国家的地球的な立場から考えることが原点になっていますね。
今の世の中はタテマエとホンネが異なるのが当たり前ですが、先生の考え
には建前的な発想は微塵もないのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
32．Re: 真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月5日(日) 13時54分
kazz先生、田口先生の発想の原点がよく分かりました。
本当に田口先生は「私を捨て、公に生きる」人なのですね。
私は、矢野先生のフィルターを通しての田口先生像を見る
（知る）ことしかできませんが今後とも宜しくお願い致し
ます。
http://homepage2.nifty.com/khara/

29．これからの発言についてお願い
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 22時17分

掲示板（１）から最近の話題についてこの掲示板に移行してみました。
これからの発言はこちらでお願いします。
掲示板（１）は当分残しておきますので過去のログが見たい方はそちらでご覧にな
ってください。
http://homepage2.nifty.com/khara/

27．修羅場 投稿者：Tetsu 投稿日： 4月14日(日)13時46分39秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 22時9分

タクヤさん
私もｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄMOの量産立ち上げで修羅場を経験しました。量産装置では一度
に十数枚の基板
を成膜するのですがどういうわけかその中の1、2枚の一部分が動作不良を起こす
のです。開発
段階であれだけ沢山の誤差因子を取ってｼｽﾃﾑ選択と最適化を繰り返したのにど
うしたことかと。

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200205%20(1).html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

28/39 ページ

しかも出荷時期はもう決定している。その頃は出向先だったこともあり相談する上
司もいなく
自分が責任を取る立場になっていました。協力者は後輩二人のみ。
様々な現象解明実験もしましたが解決には至りません。いつものように後輩二人
と食堂で雑談
をしながらどうすべきか各自が勝手にｱｲﾃﾞｱを出し合った手段が、怪しいそうな部
分にもう一層
追加した構造に変更です。よく判らないけどとにかくやってみようと最適化してみ
たらなんと
見事に解決してしまったのです。複雑な構造が安定化の手段なんですね。ｵｰﾊﾞｰ
ﾗｲﾄMOは本当は
6層ではなく7層なんです。
肩の力を抜いて気の合う仲間3人位でｱｲﾃﾞｱを出し合う。これがよかった。あの頃
は我々3人は
組織から外れていて職務規則も無視して完全に自由にやっていました。社内ﾍﾞﾝﾁ
ｬｰが突然発生
したような状態です。100％の自由と失敗したら100％自分の責任。ﾌﾟﾚｯｼｬｰはあっ
てけどその
一方で不思議と楽しんでいた。いきなりの数十億円の量産投資、成功すれば世界
初。しかもほ
とんどの専門家から量産不可能と言われていた。周りから見ると逆風と見えるでし
ょうが当人
達は結構楽しんでいる。
何だか話がそれてしまいましたが会社の組織はﾁｬﾚﾝｼﾞをさせずに、ﾌﾟﾚｯｼｬｰを与
える何かが
ありますね。それにしても、金だけ出してやり方は全て自由にしてくれた当時の
MXL社の事業
部長には大変感謝しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
28．Re: 修羅場 投稿者：Tetsu 投稿日： 4月14日(日)13時46分39秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時10分
修羅場を凌いで本物になる 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月14日(日)
16時57分25秒
Tetsuさん 貴重なご意見ありがとう。
「金は出すがすべてを任せる」こんな上司は最近見かけませんね。昔私の
上司にも同じような部長がいました。部下を絶対に信頼していたのでしょう
ね。ヨーロッパに出張するときでも部長「いいな。分かったな」私「はい分か
りました」の会話だけで45日間世界一周してきたことがありますが、この部
長は私のやりたいことをすべて任せてくれて当時としては800万円もするス
イス製の放電加工機やフライス盤を買ってくれました。上司の役割は部下
を信頼してすべてを任せる度量が必要ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

18．問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
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日付：5月3日(金) 21時57分

あるモータを使った製品開発に、完全な形ではないのですが品質工学を適用し
モータの重量低減を４０％成功させたのですが、最近問題が発生しました。
それは当初想定していた目標トルク以上のトルクが使用条件によって発生したこ
とに
よるトルク不足が原因でした。しかし重量はこれ以上増やせないので
今対応を考えているのですが・・・・当然ながらこういうことは品質工学では
防げないのでしょうか？あたりまえすぎる、愚問ですいません。
http://homepage2.nifty.com/khara/
19．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時58分
モータのトルク不足の問題 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月11日(木)
23時25分39秒
タクヤさん こんばんは。
「目標トルク以上のトルクが・・・」のトルクとは負荷が発生したということです
か。
その後の「トルク不足が原因・・・」のトルクはモータの発生トルクですか。そ
うだとすると「ノイズの負荷が大きすぎて、モータのトルク不足が発生した」
ということになりますね。このことはノイズに対する機能性を改善すること
と、入力電力に対する出力トルクの感度を向上するしか方法はありません
ね。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
20．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時0分
問題の捉え方が問題か 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月12日(金)10
時27分23秒
タクヤさん おはようございます。
貴方の説明の仕方にも問題があると思います（笑）文章は再確認して投稿
してください。
「戻らない」が「もだらない」になっていますね。
最初にテーマを設定するときに、何が目的機能かを明確にして、機能性の
評価を行いますが、今回の問題では使用条件（ノイズ）が明確になっていな
かったということではないでしょうか。FMEAで故障モードを想定する程のこ
とではないと思います。FMEAをやったからといって問題が解けるのではな
いのです。大切なことは、お客の使用条件であるノイズをどこまで考えられ
るかが技術者の能力になるのです。
それから、「制御因子を誤差にして最適化しようが・・・」とは何のことです
か。
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いろいろ文句を言ってすみません。遠慮なく何でも書いてください。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
21．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時1分
頭がパニック状態？ 投稿者：いしの 投稿日： 4月12日(金)12時04分50秒
タクヤさんの仰っている内容は、もぐらたたきパラメータ設計
になっておりますよ。頭がパニック状態に陥っていることが推
察されますが少し整理してからkazz先生に質問しないと失礼に
なりますよ。
タダで教えてくれる先生は、そう滅多にいませんので（笑）
http://homepage2.nifty.com/khara/
22．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時2分
頭がパニック状態？ 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月12日(金)13時21分37秒
KAZZ先生、いしのさん大変失礼いたしました。
＜大切なことは、お客の使用条件であるノイズをどこまで考えられるかが技
術者の能力になるので＜す。
やはり技術者の考えが及ばなければ、難しいのですね。その通りなのです
が、最近この手の問題が増えているのが現状でして、実はこの課題の解決
手段として品質工学を展開しようと考えいたのです。誤差因子とその水準を
いかに明確にするかが、まさに固有技術と以前いしのさんが言われていた
のを思い出しました。この辺抜けのないようにするいい方法があればなー
と・・・・
過去の不具合事例集やチェックシート化するなどぐらいしか、思い付かない
のです。
＜制御因子を誤差にして最適化しようが・
今回モータのパラメータ設計にはCAEを用いましたので、制御因子を調合し
てノイズとしたという意味でして、かなり字足らずで大変失礼いたしました。
＜ノイズに対する機能性を改善することと、入力電力に対する出力トルクの
感度を向上するしか方＜法はありませんね。
対策を急いでいるようでして、感度重視の解析で手を打っているようです。
このあたりの対策には今までに実施したＬ１８×２回のデータを用いてかな
り進め方が早く決められたようでして、新たな構造を考案し、トルクの向上と
軽量化を実施するようです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
23．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時4分
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「ほんまもん」の技術者 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月12日(金)13
時51分37秒
タクヤさん 先輩としていろいろ申し上げていますが気にされることはない
ですよ。
来週はホームページにも挙げていますが、東京と名古屋で日刊工業主催
のセミナーが開かれますが、田口先生や矢野先生も出席されるので参加さ
れたらいかがですか。
私は東京のセミナーで「技術者の役割と責任ーほんまもんの技術者とは
ー」という話をします。私も現役時代には世の中に迷惑ばかりかけていまし
たので、貴方のような質問をいただくと懐かしくなります。品質工学をやる前
に技術者として専門技術を身に付けることが極めて大切だということを申し
上げたいのです。私も若いときには農家のオヤジさんに鎌で追いかけられ
た体験があるのです。それは自動時間スイッチの接点が溶着して、養鶏場
の鶏が全滅して大損害を与えたときです。トラブルは品質工学が解決してく
れるのでは
なく問題解決に携わる姿勢にあるのです。ただ、品質工学はその辺の事情
を配慮して問題が起こらないような手法を提供しているに過ぎないのです。
しかし,貴方のように問題が起きた時にはパニック状態になるのは当然です
が、その時に原点回帰ができるかが大切なのです。同じ過ちを犯さないよう
に考えさせてくれるのが品質工学なのです。システム設計も碌にできない
技術者がパラメータ設計などやっても無駄になるだけです
http://homepage2.nifty.com/khara/
24．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時5分
ＲＥ：「ほんまもん」の技術者 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月12日(金)17時51
分26秒
KAZZ先生ご指導ありがとうございました。日刊工業主催のセミナーには、
明日の名古屋会場のみ参加する予定です。東京会場で講演されるとの
事、聞けなくて残念です。
＜システム設計も碌にできない技術者がパラメータ設計などやっても無駄
になるだけです。
それは心の中で叫ぶことにします。
http://homepage2.nifty.com/khara/
25．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時6分
実は...。 投稿者：いしの 投稿日： 4月12日(金)17時58分41秒
実は、私もそうなのですよ。
私は、最もらしい論文を数件ほど投稿しているので学会
の会合等あると色々な人に「良い事例が沢山出ていいね。
どうやったら出るの？」と聞かれます。私から言わせる
と、とんでも無く「問題が沢山あるので、それを一つず
つ潰しているに過ぎない。論文は、その結果。」と言い
たくなります。
しかし、最近、感じるのですが問題を問題と感じない技
術者はなんと多いことかと思っています。（もっと酷い
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のは、問題が起こるまで待っている技術者がいること。）
従って、包み隠さずkazz先生に相談するタクヤさんは立
派だと思いますよ。
http://homepage2.nifty.com/khara/
26．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 22時7分
ついホンネガ・・・ 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月12日(金)22時02分
16秒
いしのさん タクヤさん
私は現役時代、企業では「悪魔」と呼ばれていたことは、次回の品質工学
誌の「技術者の在り方を巡って」という討論会に出てきますが、やたらと皆さ
んがやっていることが気に入らなくて喧嘩ばかりしていました。今になって
思えばもう少し大人であれば品質工学も普及させることができたのにと思う
のですが、後の祭りです。しかし、後悔しているのではありません。その当
時、人一倍問題意識をもって技術開発を推し進めたことが今の自分を作っ
たのだと思います。今では、自分以外は皆ノイズと考えていますから、回り
も取り込んでやることが大切だと考えています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
33．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Jajan 日付：5月8日(水) 12時19分
技術者のセンスが
①改善型 か 開発型か
②理論究明型 か システム設計型
かによって，その人のとる行動が大きくことなりますよね。
品質工学はともに後者肌を支援するメソドロジだと思います。
「己は何をすべきか！」を真剣に考え実践する姿勢を
広げてゆくことがマネジメントには必要だと痛感しています。
34．Re: 問題発生 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月11日(木)22時52分25秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月8日(水) 15時46分
Jajanさん こんにちは
連休が続いたためか発言が途絶えていましたが、貴方の発言に対して返
信でお答えします。
貴方も私に似て理屈屋の部類に属しますね。上記の分類はともかくとして、
私も品質工学に接してから物事の本質を考えることが出来るようになったと
思います。「何のために」とか「誰のために」とか、そのために自分は何が出
来るのかを考えて効率的に問題や課題解決をする癖がつきましたね。
この問題とは別に新しい問題の提起を期待しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

15．ほんまもん 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月21日(日)10時45分45秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時52分
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今品質工学の10周年行事が目白押しに進められていますが、19日は第6回経営
者懇談会で元セーコーエプソンの専務だった相澤進さん（世界ではじめて腕時計
の水晶化に成功）を迎えて、「日本の企業における創造性の追求」というテーマで
講演していただきました。20日には日刊工業新聞社主催の品質工学で企業改革
の特別セミナーが開催されて講師の一人として参加しました。現在の日本は政治
家や銀行などの企業が自分の役割を忘れてしまってとんでもない方向に走ってい
ますね。
企業の組織や個人の働き(役割）や責任を忘れてしまったごとき状態が起こってい
るのです。ある人は日本の末期的な状態と表現していますが、まさにその通りだと
思います。
しかし、昨日のセミナーなどに参加された方々は皆さん自分の役割と責任を十分
自覚している方達で捨てたものではないと思いました。マツダやリコーのように本
当に社会のことを考えて環境問題や無駄を排除することに真剣に取り組んでいる
企業が生き残っていくのです。Tetsuさんやマツダの安達さんのような技術者がい
る限り日本の企業は再生すると思いますが、そのような方々をたくさん生み出すよ
うな基盤を品質工学が担っていることも事実ですから、我々関係者の戦略的な取
り組みが益々大切になるのです。皆さんと一緒になって「ほんまもん」の追求に努
力しましょう。
http://homepage2.nifty.com/khara/
16．Re: ほんまもん 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月21日(日)10時45分
45秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時53分
軌舗易可MO開発 投稿者：Tetsu 投稿日： 4月22日(月)20時00分08秒
「ほんまもん」なんて言葉を使われてしまうと何だか照れてしまいますが、
OW開発はもう10年位前の過去
の話です。あの頃は偶然にも自由なやり方が許された環境が整ったので
す。しかし量産立ち上げが成功し、
そろそろ次世代媒体の開発でも始めようかと思ったころには元の普通の会
社の組織に戻ってしまいました。
ﾘｽｸが低くなるとともに従来の組織がしっかりと復活してくるのです。今考え
るとあの頃あのような環境で
開発ができたのは奇跡と言っても良いかもしれません。OWはﾋﾞｼﾞﾈｽとして
は大きなものにはなりませんで
したが、新技術の開発方法として大変重要なｹｰｽであったと思っています。
あの開発を経験した3人は全員会社をやめました。一人はAVのSo社、もう
一人は化学のMK社、そして私は
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀのF社と夫々文化の異なる会社にいますが3人とも組織人として
は？？？みたいです。
品質工学社内普及を事業部長とか工場長に仕掛けているのですが上手く
行きません。成功事例を示しても
正面突破は無理のようです。何か戦略的な方法が必要と思っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
17．Re: ほんまもん 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月21日(日)10時45分
45秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時54分
見えないものが見えない社会 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月23日
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(火)00時14分19秒
Tetsuさん こんばんは
今の世は「見えないものを見る」ことが出来ない社会ですから、品質工学な
どは理解されないのです。失礼な話ですが田口先生の言葉でもはじめて聞
かれた皆さんは全く理解できないと思います。ましてや我々がその言葉で
説明しても駄目なわけで実績で分からせるしかないのです。マツダの事例
などは説得力がありましたね。システムが複雑でなければ改善できないと
いうことと、簡単なテストピースで評価することが矛盾していると考えてしま
うのです。世の中では、製品に近い実物でしかも精密な模型やシミュレーシ
ョンでなければ評価が出来ないと考えていますから、機能性を評価するな
んて意味が理解できないのです。モノを造ってから寿命試験をすることしか
評価は出来ないと考えているのです。大学でも品質特性しか教えていませ
んから、企業に入っても品質特性を評価することしか考えないのです。最近
では品質工学も昔の変化率に近い考え方(標準SN比）に戻ってきましたか
ら多少は分かりやすくなったかもしれませんが、依然として基本機能で評価
することの難しさは何とかしないと事業部長や工場長には分かってもらえな
いでしょうね。結果的には品質が改善したということで証明するしかないで
すね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

13．翻訳家 投稿者：Jajan 投稿日： 4月23日(火)15時31分49秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時47分

皆さんはじめまして。
品質工学を進めまた悩める者としてる者として今後も参加させてください。
Kazzさんのおっしゃるように本当に「品質工学のこころ」は難しいものだと思いま
す。
実務のエンジニアにその心を田口先生や多くの先生の言葉そのもので説明して
も，
まず理解されません。そこで，その間をつなぐ翻訳家，「先生」←→「技術者」の存
在の有無が
重要になると思いながら毎日苦心しております。
多くのたとえ話や，似たような事例，今までの方法との同一部と違うところ等の話
を使って，
「品質工学のこころ」を分かりやすく的確に伝えてやれるようにならなければと思っ
ております。
そして，誰も解決できなかったケースをQEでこなし「成果は唯一の説得なり！」と
いけたらいいなというのが私の心情です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
14．Re: 翻訳家 投稿者：Jajan 投稿日： 4月23日(火)15時31分49秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時48分
翻訳家とは 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月23日(火)17時34分32秒
Jajanさん こんにちは
貴方が言われるように、成果を出すことが説得になると思いますが、Tetsu

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200205%20(1).html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

35/39 ページ

さんのように金は出すが口は出さない上司であれば、成果が出るまでは方
法論については文句を言わないと思いますが、世の中の多くの管理者は自
分の成功体験や面子から品質工学的実験をやらしてくれない場合が多い
のです。また、翻訳家と自称する技術者は品質工学の手法を伝えることが
目的になってはいないでしょうか。目的はお客様に満足してもらえる成果を
出すことですから、品質工学は手段に過ぎないのです。田口先生は朝令暮
改のところがあって、目的を達成するために過去のご自分の提案に囚われ
ることなく改革していますね。ですから、翻訳家の皆さんも先生が考えてい
る「品質工学の心」の原点に常に回帰して考える心を持たないと、後世に本
質を伝えることは出来ないと自戒しています。
試作レス､試験レスや実験レス（最近言われています）の真意はどこにある
か考えてみることが大切ではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/

10．真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時44分

kazz先生、お久しぶりです。
さて、品質工学会10周年記念の特別セミナーｉｎ名古屋に参加した方より
テキスト「マネジメントのための品質工学」を読みました。
田口先生らしからぬ？非常に分かり易い文面で非常に感激しております。
そこで、生産性の向上を以前は「品質とコストのバランス」と言っており
ましたがこのテキストでは「品質とコストの両方の和を改善」となってお
り以前の文言より分かりやすくなっています。私もオンラインＱＥの説明
でも「品質とコストのバランス」と言っていましたが何かしっくりせず悩
んだものです。今度は胸を張って「品質とコストの総和改善！！」と言う
ことができます。
あと、１．３項の「公害と課税の重要性」で分からない箇所があります。
百貨店、遊園地、スキー場などに税金を課すことは、何となく分かるので
すが個人の住宅、個人の所有地などに高く課税するべきとすることが何回、
読んでも理解できませんでした。どう解釈したら良いのでしょうか？

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
11．Re: 真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時45分
真意について 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月23日(火)21時42分17
秒
いしのさん こんばんは。
品質とコストの問題は、品質改善の成果をコストに還元してバランスとるこ
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とも大事ですが、それと同時に、社会的な生産性である両者の和を最小に
する方がもっと大切ですね。
田口先生は常に一方的な考え方ではなく、社会全体のエネルギーを最小
にすることを発想の原点に考えていますから、個人住宅や個人の所有する
土地のように社会的な生産性を生まないものは課税をかけて手放すことに
よって、土地の公共化を促進して、社会的に資源を有効に活用できると考
えられているのだと思います。先生の発想は自分の立場より、消費者や国
民など国家的地球的な立場から考えることが原点になっていますね。
今の世の中はタテマエとホンネが異なるのが当たり前ですが、先生の考え
には建前的な発想は微塵もないのです。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
12．Re: 真意とは 投稿者：いしの 投稿日： 4月23日(火)19時21分55秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時46分
発想の原点 投稿者：いしの 投稿日： 4月24日(水)08時52分09秒
kazz先生、田口先生の発想の原点がよく分かりました。
本当に田口先生は「私を捨て、公に生きる」人なのですね。
私は、矢野先生のフィルターを通しての田口先生像を見る
（知る）ことしかできませんが今後とも宜しくお願い致し
ます。
http://homepage2.nifty.com/khara/

7．近況報告 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月26日(金)16時02分26秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時36分

kazz先生
夏ぐらいに社内の事例発表会を実施したいと考えておりまして、昨年度の取り組
みテーマから3テーマを選んで発表のお願いに各部署を回ったのですが、事務局
側では成果が出たと思っていたものが、当の本人は納得してなかったようで、1事
例断られてしまいました。そこで技術の役員のところへ上司と出向きなんとか、発
表してもらえることにはなったのですが・・・・
その時役員から言われたのは、実験計画法とどこが違うのか。実験計画法をやた
ら使うものだからよく考えずに実験することになり、ダメである。原理原則をもっと
考えることが今の技術者に欠けていることである等のご指導を受けて、非線形の
特性の利用から直積実験、動特性の評価と1時間あまり説明し、「昔の田口メソッ
ドより進化しているなと」やっと少し判っていただけました。役員がしきりにいってい
たのは、田口メソッドは機械などの設計には使われていないということで、化学や
薬品には使えるが、メカ屋には向かないといわれてしまいました。まだまだ社内の
啓蒙活動が不足していることがよくわかりました。また以前ktateさんがおしゃって
いた、ベーコン流の実験についても、やはり受け入れてもらえませんでした。やは
りベーコン流＝技術がないとの事でした。以上近況方向まで
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http://homepage2.nifty.com/khara/
8．Re: 近況報告 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月26日(金)16時02分26秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時41分
理解不足で困ったものですね 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月26日
(金)18時00分14秒
タクヤさん
貴方の企業がどこか分かりませんが、まだ認識不足の方が多いようです
ね。実験計画法との違いも分かっていない方が多いようです。先日の日刊
工業の特別セミナー（名古屋）でも質問が出たようですが、お客の使用条件
と設計条件の交互作用実験が田口メソッドで、それらをひっくるめて因果関
係を求めるのが古典的な実験計画であることの違いを分かってもらわなけ
れば田口メソッドの理解は難しいですね。
また、機械や製造技術への事例が一番多いのに勘違いしている方も多い
のですね。象の尻尾を捕らえて像だといっている人が多いのは困ったもの
ですが、時間をかけてやるしかないですね。化学や薬品の事例は一番少な
いのです。科学と技術の違いや演繹的な考えと帰納法的な考え方の違い
も理解してもらうには時間が必要ですね。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
9．Re: 近況報告 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月26日(金)16時02分26秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時42分
味方を作るのが普及の第一歩ですね 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4
月27日(土)10時02分37秒
タクヤさん おはようございます。
昨日は余分なことを言ったと思いますので誤解がないようにしていただきた
いのです。
品質工学に対する偏見は特に酷いのですが、どんなことでも起こることだと
思います。
社会や地球にとって良い考え方や手法は個人にとってもよいはずですから
根気よく進めていくことが大切ですね。そのためには仲間を作ることが大切
ですから、上役や周りの同僚を取り込む努力が必要になってきますね。彼
らのわかる共通な言葉で話せば理解してもらえるはずです。最初から彼ら
の考え方ややり方を批判しても抵抗があるだけで前に進みません。私は現
役のときに今までのやり方を批判したばっかりに「悪魔」という烙印を押され
てしまいました。もう少し大人であれば松下での普及も進んだと思います。
同じことが品質工学会の普及活動にも当てはまるのです。シックスシグマで
もＩＳＯでもＴＱＭでもなんでもよいのですが、従来の普及しているシステム
の中で取り組んでもらえるような「戦略」が必要だと考えています。孤立した
ら共産党や社会党と同じ運命を辿ることになりますね。
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------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

6．品質工学は後退したのか 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月27日(土)10時27分
26秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時35分

最近の標準ＳＮ比の考え方を21世紀の品質工学とか言っていますが、考えてみる
と昔の変化率の考え方に戻っただけではないかと見る人もいます。確かにノイズ
を加えて初期値と劣化後の値の変化率と考えれば、考え方は全く同じモノです
ね。従来と異なる点は原点を通る機能性評価だということです。この点が従来の1
点だけの静特性の望目特性や変動係数とは異なる点ですね。田口先生は「動的
静特性」などと新しい言葉を出しています。
田口先生は「信号で変化させなければ、出力は変化しないのです。目標値との誤
差や変動係数は動特性ではないのです」といっておられます。機能性の評価がよ
りシンプルになり、開発の効率化に寄与することを期待しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

5．賛成 投稿者：Jajan 投稿日： 5月 2日(木)11時50分39秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時34分

返信＆引用タイプの方が好きですね。将来，カテゴリーが自然発生的に生まれ，
品質工学の課題の体系がこのようなＢＢＳの中から体系化されるってのも面白い
と思います。
さて，先日の日刊工業の品質工学特別セミナーの田口先生のレジメを読み直し，
エンジニアの解決する問題の本質（0.1%の不良を対策するなら10%のエンジン効率
の向上！など）
や，生産性向上の真の意味を再認識させていただきました。
この連休は，
知らず知らずのうちに企業の中のエンジニアとなりつつある自分を反省しておりま
す。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

4．掲示板（１）がつながりません
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 18時13分
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皆さん
どうしたことか掲示板（１）のtcupが使用できませんので、ここで発言してください。
掲示板（１）の全内容は180KBですが、バックアップしてあります。
http://homepage2.nifty.com/khara/

1．返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人

日付：5月2日(木) 16時0分

今まで掲示板1で意見交換をしてきましたが、1テーマごとで終わった方が良いとい
う意見がありますので当分平行して運用しますのでどちらでもよい方で発言してく
ださい。
http://homepage2.nifty.com/khara/
2．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Jajan 日付：5月2日(木) 16時52分
夕方見てみますと，早速新掲示板の誕生。祝！！ですね。
テーマ別にこれを核にして品質工学とその課題が体系化されてゆく
皆の知的サイバースペースとなることを期待しております。
3．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人 日付：5月2日(木) 19時18分
Jajanさん 早速お祝いをいただきありがとう。
あまり難いことを言うと発言し難いでしょうから、気楽な気持ちで日本の技
術開発のあるべき姿を考えるホームページになることを願っています。田口
先生がシンプルなご提案をされていますのでその辺から意見が出るといい
なと思っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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皆さん
どうしたことか掲示板（１）のtcupが使用できませんので、ここで発言してください。
掲示板（１）の全内容は180KBですが、バックアップしてあります。
http://homepage2.nifty.com/khara/

1．返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人

日付：5月2日(木) 16時0分

今まで掲示板1で意見交換をしてきましたが、1テーマごとで終わった方が良いとい
う意見がありますので当分平行して運用しますのでどちらでもよい方で発言してく
ださい。
http://homepage2.nifty.com/khara/
2．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Jajan 日付：5月2日(木) 16時52分
夕方見てみますと，早速新掲示板の誕生。祝！！ですね。
テーマ別にこれを核にして品質工学とその課題が体系化されてゆく
皆の知的サイバースペースとなることを期待しております。
3．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人 日付：5月2日(木) 19時18分
Jajanさん 早速お祝いをいただきありがとう。
あまり難いことを言うと発言し難いでしょうから、気楽な気持ちで日本の技
術開発のあるべき姿を考えるホームページになることを願っています。田口
先生がシンプルなご提案をされていますのでその辺から意見が出るといい
なと思っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

6．品質工学は後退したのか 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月27日(土)10時27分
26秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時35分

最近の標準ＳＮ比の考え方を21世紀の品質工学とか言っていますが、考えてみる
と昔の変化率の考え方に戻っただけではないかと見る人もいます。確かにノイズ
を加えて初期値と劣化後の値の変化率と考えれば、考え方は全く同じモノです
ね。従来と異なる点は原点を通る機能性評価だということです。この点が従来の1
点だけの静特性の望目特性や変動係数とは異なる点ですね。田口先生は「動的
静特性」などと新しい言葉を出しています。
田口先生は「信号で変化させなければ、出力は変化しないのです。目標値との誤
差や変動係数は動特性ではないのです」といっておられます。機能性の評価がよ
りシンプルになり、開発の効率化に寄与することを期待しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

5．賛成 投稿者：Jajan 投稿日： 5月 2日(木)11時50分39秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時34分

返信＆引用タイプの方が好きですね。将来，カテゴリーが自然発生的に生まれ，
品質工学の課題の体系がこのようなＢＢＳの中から体系化されるってのも面白い
と思います。
さて，先日の日刊工業の品質工学特別セミナーの田口先生のレジメを読み直し，
エンジニアの解決する問題の本質（0.1%の不良を対策するなら10%のエンジン効率
の向上！など）
や，生産性向上の真の意味を再認識させていただきました。
この連休は，
知らず知らずのうちに企業の中のエンジニアとなりつつある自分を反省しておりま
す。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

4．掲示板（１）がつながりません
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 18時13分
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皆さん
どうしたことか掲示板（１）のtcupが使用できませんので、ここで発言してください。
掲示板（１）の全内容は180KBですが、バックアップしてあります。
http://homepage2.nifty.com/khara/

1．返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人

日付：5月2日(木) 16時0分

今まで掲示板1で意見交換をしてきましたが、1テーマごとで終わった方が良いとい
う意見がありますので当分平行して運用しますのでどちらでもよい方で発言してく
ださい。
http://homepage2.nifty.com/khara/
2．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Jajan 日付：5月2日(木) 16時52分
夕方見てみますと，早速新掲示板の誕生。祝！！ですね。
テーマ別にこれを核にして品質工学とその課題が体系化されてゆく
皆の知的サイバースペースとなることを期待しております。
3．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人 日付：5月2日(木) 19時18分
Jajanさん 早速お祝いをいただきありがとう。
あまり難いことを言うと発言し難いでしょうから、気楽な気持ちで日本の技
術開発のあるべき姿を考えるホームページになることを願っています。田口
先生がシンプルなご提案をされていますのでその辺から意見が出るといい
なと思っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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http://homepage2.nifty.com/khara/
8．Re: 近況報告 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月26日(金)16時02分26秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時41分
理解不足で困ったものですね 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月26日
(金)18時00分14秒
タクヤさん
貴方の企業がどこか分かりませんが、まだ認識不足の方が多いようです
ね。実験計画法との違いも分かっていない方が多いようです。先日の日刊
工業の特別セミナー（名古屋）でも質問が出たようですが、お客の使用条件
と設計条件の交互作用実験が田口メソッドで、それらをひっくるめて因果関
係を求めるのが古典的な実験計画であることの違いを分かってもらわなけ
れば田口メソッドの理解は難しいですね。
また、機械や製造技術への事例が一番多いのに勘違いしている方も多い
のですね。象の尻尾を捕らえて像だといっている人が多いのは困ったもの
ですが、時間をかけてやるしかないですね。化学や薬品の事例は一番少な
いのです。科学と技術の違いや演繹的な考えと帰納法的な考え方の違い
も理解してもらうには時間が必要ですね。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/
9．Re: 近況報告 投稿者：タクヤ 投稿日： 4月26日(金)16時02分26秒
名前：Kazz@管理人 日付：5月3日(金) 21時42分
味方を作るのが普及の第一歩ですね 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4
月27日(土)10時02分37秒
タクヤさん おはようございます。
昨日は余分なことを言ったと思いますので誤解がないようにしていただきた
いのです。
品質工学に対する偏見は特に酷いのですが、どんなことでも起こることだと
思います。
社会や地球にとって良い考え方や手法は個人にとってもよいはずですから
根気よく進めていくことが大切ですね。そのためには仲間を作ることが大切
ですから、上役や周りの同僚を取り込む努力が必要になってきますね。彼
らのわかる共通な言葉で話せば理解してもらえるはずです。最初から彼ら
の考え方ややり方を批判しても抵抗があるだけで前に進みません。私は現
役のときに今までのやり方を批判したばっかりに「悪魔」という烙印を押され
てしまいました。もう少し大人であれば松下での普及も進んだと思います。
同じことが品質工学会の普及活動にも当てはまるのです。シックスシグマで
もＩＳＯでもＴＱＭでもなんでもよいのですが、従来の普及しているシステム
の中で取り組んでもらえるような「戦略」が必要だと考えています。孤立した
ら共産党や社会党と同じ運命を辿ることになりますね。
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------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

6．品質工学は後退したのか 投稿者：Kazz@管理人 投稿日： 4月27日(土)10時27分
26秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時35分

最近の標準ＳＮ比の考え方を21世紀の品質工学とか言っていますが、考えてみる
と昔の変化率の考え方に戻っただけではないかと見る人もいます。確かにノイズ
を加えて初期値と劣化後の値の変化率と考えれば、考え方は全く同じモノです
ね。従来と異なる点は原点を通る機能性評価だということです。この点が従来の1
点だけの静特性の望目特性や変動係数とは異なる点ですね。田口先生は「動的
静特性」などと新しい言葉を出しています。
田口先生は「信号で変化させなければ、出力は変化しないのです。目標値との誤
差や変動係数は動特性ではないのです」といっておられます。機能性の評価がよ
りシンプルになり、開発の効率化に寄与することを期待しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

5．賛成 投稿者：Jajan 投稿日： 5月 2日(木)11時50分39秒
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 21時34分

返信＆引用タイプの方が好きですね。将来，カテゴリーが自然発生的に生まれ，
品質工学の課題の体系がこのようなＢＢＳの中から体系化されるってのも面白い
と思います。
さて，先日の日刊工業の品質工学特別セミナーの田口先生のレジメを読み直し，
エンジニアの解決する問題の本質（0.1%の不良を対策するなら10%のエンジン効率
の向上！など）
や，生産性向上の真の意味を再認識させていただきました。
この連休は，
知らず知らずのうちに企業の中のエンジニアとなりつつある自分を反省しておりま
す。

------------------------------------------------------------------------------http://homepage2.nifty.com/khara/

4．掲示板（１）がつながりません
名前：Kazz@管理人

日付：5月3日(金) 18時13分
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皆さん
どうしたことか掲示板（１）のtcupが使用できませんので、ここで発言してください。
掲示板（１）の全内容は180KBですが、バックアップしてあります。
http://homepage2.nifty.com/khara/

1．返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人

日付：5月2日(木) 16時0分

今まで掲示板1で意見交換をしてきましたが、1テーマごとで終わった方が良いとい
う意見がありますので当分平行して運用しますのでどちらでもよい方で発言してく
ださい。
http://homepage2.nifty.com/khara/
2．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Jajan 日付：5月2日(木) 16時52分
夕方見てみますと，早速新掲示板の誕生。祝！！ですね。
テーマ別にこれを核にして品質工学とその課題が体系化されてゆく
皆の知的サイバースペースとなることを期待しております。
3．Re: 返信引用付の掲示板です
名前：Kazz@管理人 日付：5月2日(木) 19時18分
Jajanさん 早速お祝いをいただきありがとう。
あまり難いことを言うと発言し難いでしょうから、気楽な気持ちで日本の技
術開発のあるべき姿を考えるホームページになることを願っています。田口
先生がシンプルなご提案をされていますのでその辺から意見が出るといい
なと思っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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2002年06月 の投稿ログ
181．「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Kazz@管理人

日付：6月26日(水) 14時48分

昔TQC時代に早大の池澤先生に「QC」を学んでも,「QCする」ことを知らない人が
あまりにも多い。いくら統計理論を学んでもQCは分からないと同様に，ＳＮ比や直
交表の使い方を勉強してもQEの本質は分からないのです。永遠の課題は「QEす
る」ことを探求することだと思います。その中でQEは身に付くものですからまずや
ってみることです。有言実行しかないのです。
それから,「上司をアゴで使って一人前，部下を使うだけでは半人前」という言葉
はQCの石川馨先生の口癖でした。上司の理解のなさを嘆く前に実績で上司を説
得することができれば「ほんまもん」の技術者です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
182．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：はせべ 日付：6月26日(水) 15時37分
発言を強制的に引き出そうという意図が見え見えの発言、さすがKazz先
生恐れ入りました。仰るとおり、「品質工学は、基本機能の例などが整理さ
れていないので、とっつきにくい」という発言が時々ありますが、「学問」だか
ら教科書のようにきちんと整理されていて系統だてて勉強できることを期待
しているのでしょうね。「ＱＥする」という実践がなければ会得できませんよ
ね。
上司をあごで使う･･･これは難しいですよ。自分がＭＧＲを経験していれ
ば、どこを突付けば上司は動くかが分かりますが、若い人は馬力で突っ込
むしかないでしょう。どうですか、それが「ほんまもんの技術者」になる道で
はないでしょうか。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
184．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Yoshi 日付：6月26日(水) 16時16分
上司にして欲しいこと、
その１）目標を明確にしてくれること
その２）目標に対する成果で評価してくれること
その３）目標達成にいくら使って良いか明確にしてくれること
馬力で突っ込むのは、モグラたたき法なので、品質工学的には
信号を「提案回数」として、出力を「獲得予算」にして
ＳＮ比の良い提案方法を直交表で検討していくのはどうですか？
ところでＭＧＲとは何ですか？マネージャーの略？
経験してないので分かりません。上司説得法があれば是非教えて下さい。
185．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Kazz@管理人 日付：6月26日(水) 16時59分
はせべさん
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>発言を強制的に引き出そうという意図が見え見えの発言、さすがKazz先
生恐れ入りました。
ハハハハ！ばれたか。発言がないと寂しいので，皆さんが引っかかりそう
なテーマを出しています。
昔，TQC診断で池澤先生に毎年いじめられていましたので思い出したので
す。
先生は「結果を管理するな！結果でプロセスを管理せよ！」といっていまし
たが,これはQC的発想で好きになれないのです。結果を見て管理するよう
では遅すぎるわけですから，結果を予測した管理がQEだと思います。先生
はQC屋でしたからQEをご存じなかったのだと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
187．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Tetsu 日付：6月26日(水) 23時38分
実績で上司を説得する。すばらしいですね。でも実績で説得されるとしたら
その上司は結構できた人間ではないでしょうか。
前の会社であるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを合弁会社方式で立ち上げた時、事業ｽﾀｰﾄ時に
合弁先の責任者が ”失敗したら責任は我々ﾄｯﾌﾟにある”と発言したのを覚
えています。そして細かいことは言わず全て自由にやらせてくれました。あ
の時のﾒﾝﾊﾞｰは技術の全てを任され、上司もいない無管理状態にもかかわ
らず短期間に目標達成することができたのです。修羅場で頼りになるのは
戦略と人材であって下手な管理は邪魔なのですね。あのときの仲間は本物
の人材でした。しかしなぜか全員、社内の成績評価は悪かった。
それにしてもあの時の合弁先の事業責任者は我々を本気にさせるのが上
手かった。
188．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Kazz@管理人 日付：6月27日(木) 0時25分
Tetsuさん こんばんは。
考えてみれば日本の企業でTetsuさん達のやったことを評価できる管理者
は残念ながら極めて少ないと思います。「技術者のあり方を巡っての討論
会」の中にも出てきますが，私のような男は「悪魔」扱いされたのです。先
日，リコーやエプソンやコニカの社長が載っていた日刊工業の新聞と「MTS
を活用した企業の利益予測」の論文を私が卒業した会社の社長に送って
「構造改革は品質工学を導入しなさい」と提案しておきましたが，どのような
反応が出てくるか楽しみです。まず,期待した返事はないと思いますが，あ
たって砕けよです。技術担当重役に回して「検討せよ」で終わりでしょう。
http://homepage2.nifty.com/khara/
190．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Jajan 日付：6月27日(木) 11時28分
ALL>
QEをすることのみでなく，QEで儲けること。
その戦略を考え抜くことが重要と思っています。
QEではエネルギ変換にしろ，転写性にしろ，
その技術の本質機能を追求してゆくわけですから，
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一旦，ひとつの事例で成果が出れば，
その結果は多くの他の事例に一気に展開できる訳ですよね。
そういう意味で，マネージャとして今何をやらせるか，
また，部下の言ってるテーマをどこまで上位の視点に
引き上げて評価/実験させるかがPointと思っています。
（なかなかその通りにはいきませんが・・・）
192．Re: 「QEを学ぶ」ことではなく，「QEする」ことが大切
名前：Kazz@管理人 日付：6月27日(木) 12時17分
Janjanさん
>QEをすることのみでなく，QEで儲けること。その戦略を考え抜くことが重要
と思っています。
その通りですね。QEは目的でないですから儲けに繋がるようにやりましょ
う。QCの話は古すぎましたね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

177．Janjanさん元気ですか
名前：Kazz@管理人

日付：6月25日(火) 18時0分

あれだけ掲示板に登場していたJanjanさんの発言がないのが寂しいですが，病気
でもしているのでしょうか。元気だったらじゃんじゃん発言して下さい。
http://homepage2.nifty.com/khara/
189．Re: Janjanさん元気ですか
名前：Jajan 日付：6月27日(木) 11時23分
KaZZ先生お久しぶりです。
心配いただきありがとうございます。
元気にやっております。
時期的にドタバタと色々あり書き込みが遅れました。
ようやく，自分の席にじっくり座れる時間も作れましたので，
また，参加します。よろしくお願いいたします。
そうそう，活動の名前を決めました。
「M-QE活動」です。Mは儲けるのMです。
これを合言葉に，
これから部内４０テーマを引っ張りまわしてまいります。
193．Re: Janjanさん元気ですか
名前：Kazz@管理人 日付：6月27日(木) 12時21分
Janjanさん 安心しました。
無理することなく気が向いたら登場してください。
「M-QE活動」素晴らしいですね。日本の企業に広めたいスローガンです
ね。それにしても40テーマは凄いですね。定着は間違いないでしょう。
http://homepage2.nifty.com/khara/

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200206.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

4/23 ページ

194．Re: Janjanさん元気ですか
名前：Jajan 日付：6月27日(木) 12時42分
KaZZ先生
お久しぶりです。無理はしてませんよ。ご安心を。
４０テーマとはいえ，そのレベルは色々です。
改善テーマも，開発テーマも革新テーマも含めてですので。
「M-QE」気に入ってもらえて嬉しいです。
今，この活動を｢部」→「本部」への拡大をおおせつかりました。
しっかり定量的＆Commitment体質の出来ている部やそうでない部も
あります。それを啓蒙からはじめて，体系化してゆかねば・・・
「・・・どないしょ・・・」
また，助けてくださいませ。

174．商品の編集設計の事例紹介
名前：Kazz@管理人

日付：6月25日(火) 11時32分

Yoshiさん
先程貴方のご質問にお答えしましたが，新しくＨＰに「肩たたき機の開発事例」を載
せましたので見てください。
これは要素技術の技術開発を行って，技術化された技術を使って品種展開を図っ
た事例です。新製品の場合には，目的機能をどのように機能展開するかが重要
で（我々はS-H変換といいます），それぞれの機能についてシステムを考案してパ
ラメータ設計を行い,最適な技術手段を選択することが開発納期の短縮化には必
要だと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
175．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：Yoshi 日付：6月25日(火) 16時36分
kazz先生、早速資料拝見させて頂きました。
開発納期の短縮には、サブシステムの開発がキーになると良くわかりま
す。
商品設計の納期を考えた場合、チューニングによって早く目標値に合わせ
られるのが品質工学のメリットと言うことですね。
では、商品開発の納期の正当性はどうやって評価すればいいのか？
開発部門にいたころ、品質工学の実験をやって結果的に開発期間を
短縮することができましたが、「本当に短くなったのか？」と
言われた場合は、前回の同じような開発案件と比べるしかありません
でした。
クレームは品質保証部の責任、製品品質は設計技術者の責任なら
開発納期については、技術者の働きぶりを管理する技術部門長の
責任なのでしょうか？
けっこう、開発納期に間に合わすため、徹夜していると言う話を聞き
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ますが、開発効率を上げても納期要求が厳しければ、技術者にとっては
きついのでは？と思ってしまいます。
176．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：Kazz@管理人 日付：6月25日(火) 17時52分
Yoshiさん
>商品設計の納期を考えた場合、チューニングによって早く目標値に合
わせられるのが品質工学のメリットと言うことですね。
その通りです。要素技術が安定していれば，チューニングだけでよいので
す。
>では、商品開発の納期の正当性はどうやって評価すればいいのか？
最初の計画段階が大切なのです。管理者と技術者が話し合って計画を立
てることが重要なのです。計画はガントチャートではなくパートでイベントと
アローを決めて，具体的な目標と実施内容を決めるのです。計画内容は技
術者が作成しますが，内容検討は管理者も入って決めることが大切です。
結果管理ではなく事前にあるべき姿を目標値として決めることです。その内
容をイベント毎に実施した結果で計画を修正していけば全体の作業が終わ
った段階でもそれほど納期の狂いはないはずです。私の経験では，これを
体質改善課題として来期の計画に活かしたのです。
QC的なplan-do-check-actionのようなやってみなければ分からないような
いい加減なやり方では体質は改善できません。比較するものは自分の立て
た計画です。品質工学の開発ステップを計画段階に入れることが成功の鍵
です。
>クレームは品質保証部の責任、製品品質は設計技術者の責任なら
開発納期については、技術者の働きぶりを管理する技術部門長の
責任なのでしょうか？
その通りです。管理者の多くは結果ばかり管理していますが,プロセス管理
ができる管理者が「ほんまもん」なのです。テーマの決定ーシステム選択ー
システム評価とそのための効率的な道具の選択が適切にできなければ管
理者不在ということになります。
>けっこう、開発納期に間に合わすため、徹夜していると言う話を聞き
ますが、開発効率を上げても納期要求が厳しければ、技術者にとっては
きついのでは？と思ってしまいます。
技術者の尻をたたくだけの管理者は自分の役割を放棄した管理者です。技
術者と一緒になって仕事のやり方を考えて体質改善を図る管理者がよい管
理者です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
178．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：Yoshi 日付：6月26日(水) 10時33分
Kazz先生、どうもありがとうございます。
品質工学の考えを知れば知るほど、「このままじゃいけない」と言う気持ち
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になります。
かって開発できっちり成果を出していたのに、具体的目標きっちりと決め不
足技術の検証を含めて製品完成までの計画を立たら、「とにかくやるんだ。
俺の言うことが聞けないなら会社に来るな！」と一喝されたのを思い出しま
した。
今は、良い工場、悪い工場を評価、指導する（はずの）部署にいますが、ダ
メな管理者のもとで働いている技術者の役に立ちたいと思っていますが、
自分のすべきことがなかなか分かりません今後もアドバイスお願いします。
179．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：Tetsu 日付：6月26日(水) 13時33分
Yoshiさん Kazz先生
本来は技術部門の管理者であるならば技術開発のﾌﾟﾛｾｽを管理するのは
当然のことと思います。ところが実際にはYoshiさんと似たような状況が多い
のではないでしょうか。責任あるﾄｯﾌﾟの方が死に物狂いでがんばれなんて
発言してしまうのです。技術戦略を持っていないので精神論になるのでしょ
う。品質工学の効果を実戦で示し、戦略を説明
しても理解しない人間はいます。品質工学の戦略は話せば理解できるはず
なのですが過去の否定はするなとか感情論になるともうだめですね。
上の指示のみに忠実な優秀なｻﾗﾘｰﾏﾝには品質工学戦略の理解は難しい
ようです。自分の考えを持った方であれば話せば判るはずと思っています。
結果管理しかできない方は周囲の状況でｱｸｼｮﾝを決める習性がありますか
ら当初の戦略を中途半端に中止したり、逆にﾀﾞﾗﾀﾞﾗと続けたりと一貫性が
ありません。そのような場合はとにかく自由にやらせてくれとお願いするし
かないのですね。結果はどうなるかは判りませんが目標を目指して最短で
考えられるｱｲﾃﾞｱ全ての最適化と評価をするしかな
いと思っています。OK/NGをｽﾀｰﾄ時点で決めろみたいなことを言う方もい
ますが。失敗が怖いのでしょうがそれでは新技術の開発はできません。
新規技術開発のﾌﾟﾛｾｽ管理ができる人材って少ないですね。
183．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：はせべ 日付：6月26日(水) 15時59分
いしのさん、以下の言葉は厳しいですね。
＞品質工学を全面的に使っていると宣伝している企業もありますが
中身は？だと思っています。
自分たちのことを言われているようです。逆に品質工学の成果を言うとこ
ろほど、品質工学コンプレックスのようなものがあり、実態とは離れた建前
論が表に出るのではないですかね。組織とは成果を宣伝しなければなりま
せんから、社内的な話が、社外にも通じると思い込んでしまっているので
は。
Tetsuさんの言われている結果管理。結果管理ではいけないと言うこと
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は、JQA（日本経営品質賞）でも盛んに言ってます。「結果でなくプロセスを
見よ」と。将棋の坂田三吉も「勝つと思うな思えば負ける」と言ってますよ、
結果を気にしたらダメなのは、品質工学だけが言ってることではないのです
よ。
最近、社内で説得する時にそんなことも言ってます。分かってくれる人と、
ふざけるなと気分を害する人がいますが･･･。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
186．Re: 商品の編集設計の事例紹介
名前：Tetsu 日付：6月26日(水) 23時23分
品質工学で有名な企業でも実際には100%の普及率なんてことはないので
しょうね。しかしそれでも0%企業と比べると結果は大きな差になって現れて
います。弊社の最大負け組み事業はﾌﾟﾘﾝﾀなのですが、同じﾋﾞｼﾞﾈｽでもR社
とかC社は過去最高益と聞いています。経済環境は言い訳にはならないわ
けです。技術戦略とか特許戦略で負けたとしか思えない。

172．製品開発と納期
名前：Yoshi

日付：6月25日(火) 9時51分

皆さんこんにちは
品質工学を議論するときにいつも？に思うことがあるのですが
皆さんの意見を聞かせて下さい。
品質特性を目指して製品開発をする場合、当然「納期」があり
技術者は納期内に品質特性を満足する条件を見つければ、
「良い技術者」と言われると思うのですが、
品質工学的には、製品の機能について分かっていれば、
チューニングで目標値に、所定コストで合わせられるかが
問題となるので、納期については品種の問題であり技術者
の問題で無いような気がします。
バラツキについては、常に低減するのが技術者の役割なので
納期とか関係ないと思います。
世間一般では、ＱＣＤ（品質、コスト、納期）が取引上の
大きな項目となっていると思いますが、これは購買の論理
であり、技術者はこの問題をどう捉えれば良いのでしょう。
また、皆さんは納期問題に品質工学をどう活用されています？
宜しくお願いします。
173．Re: 製品開発と納期
名前：Kazz@管理人 日付：6月25日(火) 11時4分
Yoshiさん おはようございます。
まず私の意見を申し上げます。
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品質工学的には、製品の機能について分かっていれば、
チューニングで目標値に、所定コストで合わせられるかが
問題となるので、納期については品種の問題であり技術者
の問題で無いような気がします。

納期というのは開発期間を含めて生産段階すべてをいうのですが,開発段
階に絞ると,技術開発を行って，ある商品群に共通する要素技術や製造技
術の蓄積を行います。これが先行性,汎用性の技術開発ということになりま
す。仰るとおり品種は技術者が決める問題ではないのですが，納期につい
ては先行性汎用性の技術開発が効くと考えています。品種展開は要素技
術の蓄積があれば編集設計（寄せ集め設計）で簡単にできるはずです。私
のＨＰの電気かみそりの技術開発をご覧ください。
> バラツキについては、常に低減するのが技術者の役割なので
> 納期とか関係ないと思います。
ばらつきはご存知のようにノイズに対するばらつきですから，直接納期に関
係するものではないですが，ばらつきを低減すると品質問題がなくなり,試
験や検査が必要なくなりますね。その結果，開発期間も短縮できるのです。
> 世間一般では、ＱＣＤ（品質、コスト、納期）が取引上の
> 大きな項目となっていると思いますが、これは購買の論理
> であり、技術者はこの問題をどう捉えれば良いのでしょう。
購買だけの問題ではないのです。
源流における技術開発段階の「ロバスト設計」で品質を向上すれば,ばらつ
きは低減して「コストダウン（直接,間接コスト）」になると同時に，機能性の評
価で「開発期間の短縮」が可能になり，ＱＣＤの同時達成ができると考えれ
ばよいのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
191．Re: 製品開発と納期
名前：Jajan 日付：6月27日(木) 11時37分
Yoshi-sanこんいちは。
納期は重要な技術力の要素だと思います。
技術者とは技術を持つだけでなく技術力を持たないと
今の，競争社会でリードは出来ないと考えます。
私の考える技術力とは
技術力＝戦略レベル＊技術レベル＊実効のSpeed／費やす知的エネル
ギ
（したたかに，楽に，早く，すごく！成果を出せる力）
です。
そういう観点から，納期短縮は別の側面から
技術開発のプロセスの問題点を抉り出してくれるのではないでしょうか？
直交表を使うことからはじめて，
極端に小さい／シンプルなテストピースをつかったり，
シミュレーションをフル活用したりというQEのアプローチは
納期短縮に大きく寄与するものと考えています。

170．コンデンサーの機能性の評価事例の公開
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日付：6月24日(月) 19時12分

電解コンデンサーの品質特性と機能性の評価の比較を載せました。
「品質を改善したいときには，機能性を評価せよ」の事例の一つです。
ある企業では1年間かけて品質特性（静電容量やtanδなど）を調べていますが,何
も分からないのが現実でした。
http://homepage2.nifty.com/khara/

163．21世紀型パラメータ設計について
名前：Kazz@管理人

日付：6月22日(土) 20時13分

皆さん こんばんは
「21世紀型パラメータ設計」も新しくしましたのでご覧ください。
スイッチの事例で機能性評価と目標値へ合わせ込みを行った事例です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
165．Re: 21世紀型パラメータ設計について
名前：いしの 日付：6月24日(月) 14時2分
kazz先生
非常に分かり易く書かれており感激しております。
早速、勉強にとりかかります。
167．Re: 21世紀型パラメータ設計について
名前：Kazz@管理人 日付：6月24日(月) 15時32分
いしのさん ありがとうございます。
この事例は実際の数値を入れて機能性の評価と目標値へのチューニング
をしましたので参考にしてください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
171．Re: 21世紀型パラメータ設計について
名前：Kazz@管理人 日付：6月24日(月) 19時27分
一部修正します。
2ページのＶNは0.06062でした。ＳＮ比は間違っていません。
http://homepage2.nifty.com/khara/

162．HPに新しいテーマを追加しました。
名前：Kazz@管理人

日付：6月22日(土) 20時8分

皆さん こんにちは。
内容は古いですが，新しい項目をＨＰの表紙に載せましたのでご覧になってくださ
い。あちこちの企業で講義のとき使う資料の一部です。pdfファイルですか
ら,AcrobatReaderをお持ちでない方はダウンロードしてください。「機械システムに
おける品質工学」は3,8MBもあるので中止しました。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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164．Re: HPに新しいテーマを追加しました。
名前：いしの 日付：6月24日(月) 13時48分
kazz先生
どなたかの文献をそのまま明記したと思われますが「体重計の計測誤差の
評価」にて計算がおかしいような気がしています。
真の値が不明てことは、信号因子が不明なのでＳβが求められません。
従って、
ＶＭ＝ＳＭ／ｋ－１
η＝１／ｒ０（ＶＭ－Ｖｅ）／Ｖｅ
になるかと思います。
また、信号因子の取り方の考え方でＭｒｅｓを分離する方法がありますが
混乱しますのでここでは述べません。
私が計算した結果をメールにてお送り致しますのでご参照下さい。
なお、私は物議を醸している訳ではないのでどうかご理解の程お願い申し
あげます。
166．Re: HPに新しいテーマを追加しました。
名前：Kazz@管理人 日付：6月24日(月) 15時29分
いしのさん こんにちは。
まとめて過去のデータを載せましたがご覧いただきありがとうございます。
たくさんの方が毎日訪れていただきありがたいことです。
さて,体重計の精度の件ですが，計測器の誤差の定義は真値と読み値の差
ですから,真値不明で求めることになるのですが，ＳＮ比は真値が不明でも
求められるのが素晴らしいところですね。商品や技術特性の場合でも同じ
ことで，目標値や理想機能と計測特性との差が誤差ですが,目標値や理想
機能が不明でもＳＮ比で誤差を求めることができるのです。
計測器の場合には，計測間隔が等間隔であれば信号の値は何でもよいこ
とになります。体重計であればバケツの重さが同じであれば人間の重さは
関係ないことになります。いしのさんが仰る信号因子が不明ということとは
違うのです。信号と出力の因果関係が比例関係であるかどうか分からない
ときや必ずしも比例関係が欲しくない場合にはＳＭを使って評価します。計
測器の場合はＳＭ＝Ｓβ＋ＳMresですが,ＳMresは誤差と考えて一次項の
Ｓβを分子にすることが正しいのです。
したがって,今回は一次の比例項Ｓβと誤差項（ＳNXβやＳMresを含めたＳ
e）との比で「ＳＮ比誤差」の評価を行いました。
http://homepage2.nifty.com/khara/
168．Re: HPに新しいテーマを追加しました。
名前：いしの 日付：6月24日(月) 18時36分
すみません。
一回、理解したつもりでレスしたのですが、「体重計であればバケツの
重さが同じであれば人間の重さは関係ない」でやはりひっかかり最初の
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レスを削除してしまいました。
勉強（修行）不足です。
169．Re: HPに新しいテーマを追加しました。
名前：Kazz@管理人 日付：6月24日(月) 18時50分
いしのさん こんばんは。
早速対応していただきありがとうございました。
品質工学の醍醐味を味わうにはよい事例だと思います。
この事例は数年前にNiftyのFQC会議室である技術者に
ヘルスメーターを使ってＳＮ比の概念を説明したとき
に彼に測定してもらったデータで解析したものです。
結局はFQCの皆さんは理解ができなかったようですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

156．初めて書き込みます
名前：はせべ

日付：6月19日(水) 12時48分

先日の大会で、｢機能性評価の標準化の課題｣という題名で発表しました。Kazzさ
んとは実行委員会で一緒に議論しています。何を議論しているかって･･･くだらな
いことです。そんな事はないですよ。大会のテーマに｢技術者の責任｣という言葉を
入れようといったことですから。
残念ながら、｢技術者の役割と責任｣というテーマに関しては、大会の席上で議論
する所までは行きませんでした。あれだけの人数では土台無理かもしれません。
しかしテーマとして挙げ続けるのは意味があるでしょう。品質工学会もこのような
基本的認識の部分の議論がそろそろやられてもいいですよね。
Kazzさんに対抗するつもりはないのですが、私も自分のホームページを立ち上げ
ています。ただし品質工学色は一切なしです。マンションの管理組合理事をやった
ときの経験談を公開しています。興味のある方はどうぞいらしてください。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/renew/index.htm
157．Re: 初めて書き込みます
名前：Kazz@管理人 日付：6月19日(水) 13時53分
はせべさん こんにちは。
今回は大会の実行委員として大変お世話になりました。また機能性評価の
研究会の活動もご苦労様です。JIS化がまず先ですが,ISOの方は大変難し
いですね。
今日これから諏訪のセイコーエプソンに行きますので帰ってきたらまたお付
き合いお願いします。
http://homepage2.nifty.com/khara/
158．Re: 初めて書き込みます
名前：はせべ 日付：6月20日(木) 12時38分
Kazzさん、こんにちわ。さっそくのご返事ありがとうございます。
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大会当日、機能性評価のJIS化に関して、反対してるわけでないが難しい
よ、という暖かいお言葉を戴きました。
全くそのとおりです。あの席では充分説明できなかったですが、JIS化の活
動自体が機能性評価を議論し普及する推進役になればいいのではと言う
気持ちで行っています。ISOはなおさらJISですら面倒な問題が次々と発生
するでしょう。先が見えない活動と言えます。
会社の仕事では、先が見えないことをやるわけには行きませんが、学会活
動では別の意義を見出して活動することも可能でしょう。最終目的はJIS化
としても、参加しているメンバーはそれぞれ別の目的も胸に秘めていると思
います。それでいいと思ってます。大きな目的が不合理でなければ･･･。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
159．Re: 初めて書き込みます
名前：Yoshi 日付：6月20日(木) 13時13分
大会でのはせべさんの発表おもしろく聞かせてもらいました。
こういう議論も品質工学の議論となるんだと新鮮な驚きでした
初めて参加した大会で、ますます品質工学の奥深さを垣間見る
ことができたような気がしています。
目下、自分の業務で標準化とかも検討しなければならないため
いろいろアドバイス願えたらと思います。
よろしくお願いします。

152．皆さん、宜しくお願いします
名前：Yoshi

日付：6月18日(火) 11時3分

先日の品質工学研究発表大会に行った折りに原先生よりこのＨＰの存在を聞いて
さっそくやって来ました。
３年ほど前に、Niftyの会議室で原先生にはすこしだけお世話になったことがあり
以来地道に勉強してきました。
現在は、開発部門から異動になり管理部門のような仕事を行っていますが、つね
に技術者であり続けたいと思い、会社に頼らない技術者をめざしています。
皆さん宜しくお願いします。
153．Re: 皆さん、宜しくお願いします
名前：Jajan 日付：6月18日(火) 11時47分
Yoshi-sanはじめまして。
「会社に頼らない技術者」いい言葉ですね。
KaZZ先生の言われているサラリーマンではない真の技術者という
道を一緒に極めて行けたらと思います。
管理部門こそ企業のロバストネスのパラメータを握っている場所。
画期的なQEの適用を考えて見られてはどうでしょうか。
今後ともよろしくお願いいたします。
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154．Re: 皆さん、宜しくお願いします
名前：いしの 日付：6月18日(火) 18時57分
仕事に情熱のあるYoshiさんですね。
こちらこそ、宜しくお願い致します。
155．Re: 皆さん、宜しくお願いします
名前：Kazz@管理人 日付：6月18日(火) 18時59分
Yoshiさん こんにちは。
貴方には先日の懇親会でお会いしましたね。
今日は滋賀県のQE研究会に行ってきましたが，皆さん品質工学の本質を
理解するには時間がかかるようですね。それだけ私の仕事があるというこ
とですが，知識を見識にして更に胆職にするには並大抵の努力では本物に
ならないと思います。NIFTYでFQCの皆さんと議論したときも結局は従来の
パラダイムから抜け出せない彼らの姿を思い出しますが,ワレを捨てて本当
の技術者になることの難しさを痛感しています。
その壁を突き抜けた技術者の集団がマツダのJanjanさんグループや富士
通のTetsuさんなどたくさん出てきました。管理部門はマネジメントの戦略を
考える部門ですから，開発部門とは別な角度から企業の生産性と効率化を
考えて下さるようお願いしておきます。
http://homepage2.nifty.com/khara/

142．大会が成功裏に終わりました
名前：Kazz@管理人

日付：6月15日(土) 10時31分

皆様のご協力で第10回品質工学研究発表大会も大盛況で終わりましたことをご
報告します。今回は894名(昨年は854名）の方が参加されました。たくさんの会議
室を見て歩くのが大変だったと思います。各会議室も熱気に溢れて激しい討論が
行われていました。このことからも着実に底辺は広がっているという感を受けまし
た。
この会議室の常連であるJanjanさんのグループが銀賞を2件も取られたことは特
筆すべきことでワールドカップ以上の出来事だと思います。心からお祝い申し上げ
ます。金賞と銀賞は日産とマツダの2社で独占されました。来年は6月12日と13日
に同じＪＡホールで開催されますので，ノートの片隅にメモして置いてください。今
回の反省を来月行い来年の大会に備える準備を始めますので，皆様からのご提
案やご希望をお願いいたします。早すぎるかもしれませんが，発表される方は本
日からご準備されることをお願いしたいと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
144．Re: 大会が成功裏に終わりました
名前：Jajan 日付：6月15日(土) 18時30分
KaZZ先生。
今、ようやく広島に帰って着ました。（やっぱ、田舎ですわ。。。）
今回の大会が成功裡＆大成功よかったですね。（さすが実行委員長の
力！）
今年もいろいろと勉強＆多くの人との縁作りの出来たよい大会になりまし
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た。
銀賞・・・複雑な思いで受け取っています。
賞はゴールではなくスタートです。今回、標準ＳＮ比の原点を理解した気が
します。
ますます励みます。今後ともよろしくお願いいたします。
（KaZZ先生とたくさん話が出来ましたことありがたく思っております今後とも
よろしくお願いいたします）
146．Re: 大会が成功裏に終わりました
名前：Kazz@管理人 日付：6月15日(土) 19時18分
Janjanさん ご苦労様でした。
広島はさすが遠いですね。実行委員の皆さんとJAホールの地下の「道草」
で懇親会をやって大いに盛り上がりました。このような大会が成功したのも
裏方でボランティア活動をされた皆さんのご努力によるものでただただ感謝
あるのみです。地方の企業の皆さんは発表することに全力を注げばよいの
ですが東京周辺の企業の皆さんはこのような苦労があることを知っていた
だきたいのです。
それにしても，マツダさんは銀賞独占でおめでとうございます。驕ることなく,
来年は更に進化してくださることを期待しています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
151．Re: 大会が成功裏に終わりました
名前：Jajan 日付：6月17日(月) 10時12分
裏方さんの力・・・感謝感謝につきます。
そのご努力に支えられながら，また，これからも邁進してゆきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

140．品質保証での寿命試験は有用か？
名前：野鴨

日付：6月15日(土) 1時8分

当BBSは初めての野鴨です。宜しくお願いします。
大会も盛況の内に終えることができ良かったですね。
4年半前までは関西品質工学研究会でもお世話になりましたが、職種も変わり
実務としては遠ざかっています。今は大阪に勤務ですので、出張ベースで参加
しましたが、標準SN比大盛況で隔世の感でした(大阪に戻っても品質工学の事
例がなかなか作れそうでないので関西の研究会には躊躇していますが)。
今回の参加の大きな目的はDr.田口の「品質保証は品質工学で」を拝聴する
ことでした。
やはり？なかなか真意は理解できなかったのですが、不明問題に関しては
(品質保証に関しては)寿命試験は有用だとDr.田口と述べているのでしょう
か？寿命試験を設計の改良、改善に適用しようとするから問題にしている
のでしょうか？
この辺りに関して、いろいろなご意見が聞けると幸いです。
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141．Re: 品質保証での寿命試験は有用か？
名前：Kazz@管理人 日付：6月15日(土) 10時12分
野鴨さん おはようございます。
今回の大会にご参加していただいてありがとうございました。
4年前に関西の研究会に参加されておられたそうですが，大変申し訳ない
ですが私の記憶にありませんので失礼しました。研究会は多くの方の出入
りがありますので申し訳ないと思います。よかったら企業名をメールでもお
知らせください。
品質工学も年々進化していますので,大概の方はしばらく離れると浦島太郎
になってしまうそうですね。ご質問の件ですが，田口先生の話は難解です
ので始めての方は勿論ですが，分かっておられる方でも誤解されることが
ありますね。寿命試験のことですが，仰るとおり開発設計段階では必要な
いということです。先生は試験(テスト）と評価の言葉の使い分けをされない
方ですので困るのですが，私は「試験」と「評価」は全く別物と考えていま
す。このことは私のＨＰの中でも詳しく述べていますからご覧ください。寿命
試験は結果の判断に使うものですから,市場に出てからの評価にはなりま
せん。先生が「寿命試験が短い時間であれば構わない」といわれたので誤
解を生んでいるのではないでしょうか。過去を調べることと未来を予測する
ことは別なことと考えてください。寿命試験をやるとすれば品質保証部で出
荷前にやることは構いません。お分かりいただけたでしょうか。今後もこの
談話室に発言してくださることを期待しています。この掲示板の常連である
Janjanさんが金賞と銀賞をとられましたね。彼らは「ほんまもんの技術者」だ
といつも言っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
149．Re: 品質保証での寿命試験は有用か？
名前：野鴨 日付：6月16日(日) 21時33分
kazz先生、Resありがとうございます。
Dr.田口の話で、ロールスロイスでの寿命試験の話がよくでてきます。損失
関
数の応用として捕らえているのですが、市場出荷後の寿命試験にもかかわ
ず、
事例に頻繁にでてきます。これは、製造のミスを調べるには不明項目の検
査と
して、寿命試験が適当であるが、その間隔に関しては、損失関数の適用が
可能
と捕らえればいいのでしょうか？
設計段階での不明項目への対処としては、信号因子の幅を異様に大きくし
た場
合の挙動に対して安全設計する、という対処になるのでしょうか。
150．Re: 品質保証での寿命試験は有用か？
名前：Kazz@管理人 日付：6月16日(日) 22時41分
野鴨さん こんばんは。
故障率の問題は,市場に出てからの劣化や使用環境などのノイズによって,
機能限界を超えたレベルの不良問題に対する対応の話ですから，損失関
数で故障間隔を予測するしかないですね。勿論こんなものは出荷する前に
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設計段階で予測しておくことが大切だと思います。
項目不明の問題は設計段階では対処できませんね。そのために，品質保
証部が設計では考えていない問題が起こらないかを出荷前に寿命試験で
調べることが大切ですね。工場排水に魚を浮かべておくことなどがそれに
あたります。安全設計では項目不明の問題ではなく,分かっている項目で信
頼性をいくら向上しても,限界がありますから，機能限界を超えたときの損害
が最小になるように安全装置をつけておくことが安全設計の目的です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
160．Re: 品質保証での寿命試験は有用か？
名前：はせべ 日付：6月21日(金) 12時53分
野鴨さん はじめまして。
最近この掲示板に参加しましたはせべです。規格協会の機能性研究会に
参加していて、寿命試験についての議論もしています。私はこんな風に考
えてます。
Kazz先生も｢試験｣と｢評価｣は違うのだと強調していますが、寿命試験は
｢試験｣なのでしょうか｢評価｣なのでしょうか。通常問題にするのは｢評価｣の
はずですから、信号と誤差因子を使った機能性評価でいいはずです。これ
が｢寿命試験も短期間なら良い｣の意味だと理解しています。
ロールスロイスの例のように予想できないミスを見つけるのも評価であるな
ら、寿命試験でなく機能性評価でいいのではないですか。この場合の機能
性は基本機能ではなく目的機能を使った評価です。どういう問題が起きる
か予測できないので、排水で鯉を飼うような｢工夫｣が必要になりますが。つ
まり｢寿命｣だけを問題にしてはいけないのではと思います。
Kazz先生、こんな理解ではおかしいのでしょうか。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
161．Re: 品質保証での寿命試験は有用か？
名前：Kazz@管理人 日付：6月21日(金) 20時31分
はせべさん こんばんは。
最近よく登場していただいて賑やかで感謝します。貴方やいしのさんになら
って実行委員の方もどんどん登場してくれるとありがたいですね。
昨日は諏訪のセイコーエプソンで管理者に講義してきましたが，エプソンも
ピンからキリまで色々ですね。
さて,寿命っていうの品質工学ではノイズですから機能性の評価で予測すれ
ばすむ話ですね。今日も田口先生が関西の研究会に来られましたが,品質
工学の初学者の質問が寿命試験をどうするかでした。企業ではやたらと寿
命試験を問題にしますが，こんなものは特定の条件でやるのですから条件
が異なれば異なる値になるということを知らないのでしょうか。しかも,寿命
試験のデータは過去のものですから，未来を予測するものではないです
ね。困ったもんですがこれが現実の姿ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

139．いよいよ大会が始まります
名前：Kazz@管理人

日付：6月12日(水) 10時33分
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6月13日から14日の二日間，第10回品質工学研究発表大会が東京のＪＡホール
で開催されます。大会の模様は会場から報告しますが，成功裏に終わることを祈
っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/

133．QES2002プログラムを公開
名前：Kazz@管理人

日付：6月8日(土) 10時48分

第10回品質工学研究発表大会（QES2002)のプログラムができましたのでご覧に
なってください。発表者と司会者と発表時間の全てが分かります。参加者の皆さん
も一体になって大会を成功裏に盛り上げましょう。
http://homepage2.nifty.com/khara/

129．技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Kazz@管理人

日付：6月7日(金) 12時49分

この討論会について皆さんのご意見を拝聴したいと思います。
この討論会は今年の1月に行われたものですが，品質工学誌の編集の都合で6月
号に始めて登場した次第です。それも，前半だけで後半は8月号に載る予定で
す。すでにお読みになった方はあると思いますが，読後感をお聞かせください。内
容は当たり前のことであまり目新しいものではありませんが皆さんの感じておられ
る悩みも同じだと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
135．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：いしの 日付：6月10日(月) 12時56分
kazz先生、感想文は学会誌に投稿させて頂きます。
136．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Jajan 日付：6月10日(月) 13時40分
KaZZ先生。
読ませていただきました。
これだけの本音の議論の出来る仲間と場をうらやましく思います。
特に，KaZZ先生のおっしゃっているあるべき管理者の姿が，分かってきまし
た。
正しい目的を定め，自ら未来を描き，戦略を立て，あとは任すという，もは
や技術者ではない
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管理者としてのプロの能力を常に磨け！ということでしょうか？
人の資質が，頭，心，腕，肝とするならば，
心，肝という誰にも真似の出来ない世界のプロ意識を精進する必要があ
る，
ということでしょうか。
その毎日を過ごし，4.2にあった「胆識」が初めて身につくということですね。
こりゃ，厳しいです。
137．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Kazz@管理人 日付：6月10日(月) 14時56分
Jajanさん こんにちは
こうやって若い情熱溢れる皆さんと毎日のようにお話ができるということは
ありがたいことです。Jajanさんとは一度しかお会いしていませんが長いお
付き合いのような気がします。
「技術者のあるべき姿・・・」は本音の議論で実に楽しいですね。この中の胆
職という言葉は辞書にもないと思いますが，私の上司（故人）から諭された
言葉です。品質工学をやろうとしますと，企業の中では抵抗勢力との戦い
に打ち勝つことが必要ですが，知識や見識程度では普及など考えられませ
ん。どんな障害にも負けない心を持ち自分が納得できなければ他人など説
得できません。貴方が仰るように日本の企業の管理者には，技術者の成れ
の果てのような方が多いですね。自分の出世ばかり考えて部下の仕事の
やり方のまずさには関心がなく，結果が悪ければ叱ってばかりいる人がお
りますが，戦略が全くないのです。
話は異なりますが，私は関西と滋賀と京都の各研究会で若い皆さんと毎月
お話し合いをしていますが，滋賀や京都の皆さんはお国柄のせいかおとな
しくて本音でぶつかってきません。只先生の話を聴きにきているだけの人が
多いのです。関西はグループ討議をしますので大変盛り上がります。
http://homepage2.nifty.com/khara/
138．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Jajan 日付：6月10日(月) 18時6分
KaZZ先生。
田舎におりますと情報に飢え，流れが分からなくなることがしばしばです。
私にとって，この掲示板は都会（最前線）との窓であります。
今回の論文は「問題提起」→「議論」→「まとめ」という体裁で，
誰でも参加できる非常に面白く新しい取り組みだと思います。
私はこの掲示板でしか参加できませんが・・・
今後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
143．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Tetsu 日付：6月15日(土) 16時18分
前の会社で100%品質工学を使った開発が可能となったのは偶然もあります
が、小さい組織だったことも幸運でした。今は大組織の中で仕事をしている
のですが組織が大きくしかも過去の成功体験が強く残っている
方々は自ら変わることはないようです。それでも会社が存続できれば良いと
考えていましたがその結果が人員削減とか市場品質ﾄﾗﾌﾞﾙだから困ったも
のです。品質工学展開を仕掛けてからもう1年程度経過しますが最
近漸く動きが出てきました。ある部門全体への適用推進を正式な業務とし
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て部長から承認されたのです。ﾘｽﾄﾗの次は業務ﾌﾟﾛｾｽの変革とのﾄｯﾌﾟから
の指示が効いているようですが。理由はともかくｽﾀｰﾄできそうな環
境になりました。幸い一連の普及活動を通して仲間も増えつつあります。今
後も色々相談することがあると思います。よろしくお願いします。
145．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Kazz@管理人 日付：6月15日(土) 19時6分
Tetsuさん 大会はご苦労様でした。
今回の発表も大変よかったと思います。しかし,標準ＳＮ比についてはまだ
問題がありますね。溶接の事例が金賞でしたが私はおかしいと思います。
標準条件のN0として母材を考えていますが,これはあくまでも目標値という
か溶接条件の標準とは関係がないデータではないかと思います。田口先
生の指導された例だそうですから，今月関西に来られたとき(21日）に確認
してみる積りです。以前品質工学誌に機能性問題における関西QE研究会
のバトルを載せたときの問題が溶接したときの評価問題だったのですが，
当時は標準ＳＮ比の概念がなかったので，フックの法則で評価すればよい
ということに落ち着いた経過があります。
http://homepage2.nifty.com/khara/
147．Re: 技術者のあり方を巡っての討論会について
名前：Tetsu 日付：6月16日(日) 16時11分
でもあの事例の場合、本来の誤差因子N1N2の差のみの標準SN比では破
断した部分のﾃﾞｰﾀが感度ｾﾞﾛとなり誤差が効かなくなってしまいます。です
から結果的には目標を信号とする方法が最も良かったという意味では成功
事例ではないでしょうか。とは言っても目標値を信号にする方法が本当に
良いのか？ 疑問はあります。私の勝手な思い込みですが標準SN比とは
これまでは単純で簡単な問題として扱っていた感度調整を目標への合わせ
込みとして難易度の高い技術に引き上げたと解釈しています。SN比の非線
型誤差とはせずに合わせ込み技術として独立に扱うというｲﾒｰｼﾞです。合
わせ込み技術蓄積だけでなく再現性確保にもつながるのであればﾒﾘｯﾄは
大きいです。そう考えると溶接の事例では目標である母材特性は合わせ込
みの対象とすべきが私の意見です。目標値を信号にすることは目標からの
ずれもSN比の誤差に入れ込むわけですから標準SN比のｱﾌﾟﾛｰﾁとは本質
的な部分で違うと思うのです。当然βとSN比の要因効果図も似てくるので
はないでしょうか。むしろ合わせ込みをSN比で解析したようにも見えます。
今回の私の実験ではSN比では検出できなかったβ調整因子E,Fを見つけ
ることが出来たのですがなるほどこれが新しい2段階設計かと納得すること
ができました。
148．Re: 溶接の評価問題について
名前：Kazz@管理人 日付：6月16日(日) 18時13分
Tetsuさん ご意見ありがとう。
関西バトル（Vol.8 No.6）のときにも溶接の良し悪しを調べるときには母材に
比較して溶接強度がどうなるかをフックの法則で評価すればよいという結
論になったのですが,当時はまだ弾性域内の安定性しか評価の対称でなか
ったので,劣化の前後でほとんど差が出なかったと記憶しています。標準Ｓ
Ｎ比の場合は塑性域ま評価の範囲を広げられますので今回のような評価
が可能になったと判断しています。非線形領域の目標値を最初から標準条
件と考えたことが今回の成功につながったと思いますが，その意味では標
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準ＳＮ比の応用も今後ますます多くなる可能性はありますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

127．いよいよ大会まで1週間
名前：Jajan

日付：6月6日(木) 11時47分

ちょうど，来週からQES2002大会。
今年は８８件，壇上発表２会場ということで例年以上に
すごい内容になりそうですね。
標準SN比で議論が盛り上がるのでしょうか，MT法かな，
それとも推進手法かな。
また，特に今年は技法別ではなくアプリ別のセッションなので
どのような展開になるか楽しみにしています。
とはいえ，
当方も，最終仕上げにおおわらわです。
皆様当日はよろしくお願いいたします。
/E
128．Re: いよいよ大会まで1週間
名前：Kazz@管理人 日付：6月7日(金) 11時59分
Jajanさん おはようございます。
昨晩は夜中に帰ってきました。新幹線の中で品質工学の6月号を読み続け
ていましたら今朝左眼が真っ赤に充血していて医者に行ってきました。あま
り心配する必要は無く疲れ眼らしいです。
昨日の実行委員会は細かいチューニングだけでほとんどやることが無く，
災害が起きたときの編成などを打ち合わせて帰ってきました。
参加申し込みも例年より速いスピードですでに700名近くになっていました。
このままで推移しますと950名から1000名に達することは間違いないです
ね。会場が多いので開会の挨拶もなく始めますが，壇上や国際会議場の
MSが初めての試みですからどうなるのか心配ですが活発な討論を期待し
ています。最後の追い込みをがんばってくださいね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
130．Re: いよいよ大会まで1週間
名前：Jajan 日付：6月7日(金) 13時22分
KaZZ先生。
実行委員長としての裏方のご努力ありがとうございます。
また，大阪←→東京の往復，大変なことと思います。
私にも先ほど品質工学６月号が届きました，
先生が目を真っ赤にされるほど内容の濃い６月号ですね。
また，先生の論文もしっかり読ませてもらっております。
先生のおっしゃる「ほんまもん」がだんだんと分かってきました。
今後ともよろしくお願いいたします。
131．Re: いよいよ大会まで1週間
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名前：Kazz@管理人 日付：6月7日(金) 13時53分
Janjanさん こんにちは
最近，品質工学誌も充実してきましたね。10年前のことを思うと皆さんの努
力の賜物と感謝しています。大会発表も当時はわずか16件でしかもお願い
して発表していただきましたが，今年の88件のほとんどは積極的な申し込
みで底辺の広がりを感じています。
10月の企業交流会はマツダさんで開催されますが，田口先生がご都合が
悪くて代わりに私に何か話せということになりました。役不足ですが引き受
けましたのでご勘弁ください。
何を話せばよいかまだ考えていませんが，少しは世の中の企業の活性化
につながる話でもしようかと考えています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
132．Re: いよいよ大会まで1週間
名前：Jajan 日付：6月7日(金) 15時3分
KaZZ先生。
ありがとうございます。
バリバリのKaZZ節を期待しております。
134．Re: いよいよ大会まで1週間
名前：Kazz@管理人 日付：6月10日(月) 10時29分
私の上の文章を訂正します。
「役不足（役目が軽すぎる）=complain about my part 」は役者不足の間違い
でした。
http://homepage2.nifty.com/khara/

122．テーマ名
名前：タクヤ

日付：6月4日(火) 16時7分

昨年度の品質工学講演会を開催した時には
「開発期間は1/3にできる」というテーマで
１００名集めましたが・・・・・

118．品質工学活動名称
名前：Jajan

日付：6月3日(月) 9時27分

おはようございます。
お知恵を拝借いたしたく。
皆さんの会社ではどのような名称で品質工学を推進されていますか？
○○活動，○○運動等。
よろしくお願いいたします。
/E
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119．Re: 品質工学活動名称
名前：タクヤ 日付：6月3日(月) 17時58分
Jajanさん タクヤと申します。
私はオーソドックスな「ロバスト設計活動」で展開しようと思ったの
ですが、上司からもっと違う活動名を考えろと言われてしまい、同様に
悩んでおります。・・・・・・・・
もっと管理者が喰いついてくる活動名でないと・・・・
誰か助けて・・・・
120．Re: 品質工学活動名称
名前：Kazz@管理人 日付：6月3日(月) 19時49分
経営者や管理者が飛びつきそうな名称を挙げて見ますと
１．ＱＣＤを同時に達成する運動
２．開発スピードを上げる運動
３．開発能率化を促進する運動
４．試作レス･試験レスで開発の能率化
５．「もぐら叩き」からの解放運動
６．「技術の本質」を考える運動
７．「商品開発」から「技術開発」へ
８．試験から評価へ
９．「品質第一」から「コスト第一」へ
10.「機能設計」から「機能性設計」へ
などなどいかがでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
121．Re: 品質工学活動名称
名前：Jajan 日付：6月4日(火) 12時43分
タクヤさん，KaZZ先生ありがとうございます。
手法表現より目的的表現の方がよさそうですね。
もうしばらく，考えてみます。
ex.「儲ける品質革新活動」なんてのはどうでしょう。
/E
123．Re: 品質工学活動名称
名前：Kazz@管理人 日付：6月4日(火) 17時39分
Jajanさん
「儲ける技術革新(活動)」はいかがですか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
125．Re: 品質工学活動名称
名前：Jajan 日付：6月4日(火) 18時16分
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KaZZ先生。
Good!です。
儲ける技術革新活動－MTI活動。
これを新しい活動名称として提案してみます。
CS向上といったり，SQC活動等ありますが，赤字を出してまでのCS向上は
ありませんものね。
21世紀，儲かる技術・儲ける技術者の時代。
注：安かろうまずかろうの儲けるではなく，企業人として，地球人として真の
儲けを考えられるという意味の「儲け」です。
この「儲け」を前面に出すと，今の開発テーマや課題解決テーマの狙いがぐ
っと厳しく，かつ，責任感のあるものに変わってゆくと思います。
今回も，ありがとうございました。
/E
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2002年07月 の投稿ログ
367．技術者の学会参加について
名前：Yoshi

日付：7月30日(火) 10時7分

皆さん、暑い日が続きます。
先週はお休みでしたのでちょっと考える時間がありましたので、
ふと疑問に思ったことがありますのでご意見をお聞かせ下さい。
技術者の皆さんは何らかの学会で活動されていると思いますが
学会活動って会社の業務としてやっていますよね。（出張費が
出たり、会社の事例を発表したりして）
でも品質工学に関しては、皆さん会社で苦労なされているよう
ですが、会社では学会活動は認められていないのでしょうか？
僕は、厳密には、会社公認の学会活動ではないので、個人レベル
の自己啓発活動です。
395．Re: 技術者の学会参加について
名前：はせべ 日付：8月13日(火) 17時11分
Yoshiさん
私のところは品質工学の活動も公認の学会活動です。時間内の参加も、
交通費や宿泊費も、懇親会費も認められてます。｢厳密には｣とはどういう
意味でしょうか。
他の学会はOKでも、品質工学はNGの場合もあるのですか。部門の経費で
処理していると思いますので、会社によらないで、どの部門にいるか(部門
長の考え方)で決まるのだと思います。以前に認められなかった例もありま
したから。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
396．Re: 技術者の学会参加について
名前：いしの 日付：8月13日(火) 18時41分
私は、学会費は自費で、学会の活動については会社負担して頂いており
ます。
数年前、学会の活動費を上司に会社でもつことを嘆願したおり、「タグ
チなんて使えるか！おれはタグチは信じない！」と言われ、激怒した私
は、捨て台詞を吐き、会社を飛び出してしまいました。（最終的には欠
勤ではなく年休扱いとしてくれましたが）
今、思うとよくクビにならなかったなぁと恐ろしくなっていますが、そ
の上司は昨年、リストラとなりました。
時代の流れとは、不思議なものですね。
で、そのしがらみと意地もあり、現在でも学会費は自費を通しておりま
す。
誰でも最初は「個人レベルの自己啓発活動」なのではないでしょうか。
はせべさん、大会実行員幹部さんより、「もう一年やってもらえないか」
と依頼がありましたのでもう一年だけ大会実行委員を務めますよ。
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397．Re: 技術者の学会参加について
名前：Kazz@管理人 日付：8月14日(水) 0時33分
いしのさん
私は講演するとき技術者の皆さんに申し上げていることは，「自分より３つ
上の上司以上の言うことは聞くな」とよく言うのです。まずはお客様の話を
聞き，次は周りや部下の話を聞き，最後に上司の話を聞け。
何故ならば，上司は自分より早く会社を首になるからだ。と説明していま
す。お客様のためなら上司と喧嘩してでもやるくらいの覚悟がないと駄目だ
と思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
400．Re: 技術者の学会参加について
名前：mizgi 日付：8月14日(水) 16時45分

日付：8月14日(水) 18時24分

毎日暑い日が続きますね。
学会参加は自由ですが，我が部門では『品質工学』については全て自費と
なっています。
以前に部門費から出してもらえるよう申請しましたが，『品質，品質』と大騒
ぎしながら『品質工学』は認められませんでした。
たとえば『溶接学会』のように自部門に直接関係するような学会（ちなみに
自分は試作部門）であれば認められるようですが・・・こうなったら意地でも
実績を！とやっていますがまだまだ気持ちばかりが空回り，と言ったとこ
ろ。早くみなさんのように学会で発表できるようになりたいと思います。
まあ，３Ｄの最先端をいくんだ！と目標を立てた割には『最新技術』の講習
やセミナー，展示会なども自費で（しかも有休で）しか行けない体質ですか
ら，他は推して知るべしでしょうか？
自分たちが部門を引っ張る立場に立ったときには部下に対して何をしてや
るべきか，考えられる人間になっていたいです。
403．Re: 技術者の学会参加について
名前：やあまん 日付：8月16日(金) 19時20分
以前の掲示板で書いたことがありましたが、私の場合、品質工学に関して
は完全な自費で行なっています。出向前には地元の研究会にも出席してい
たのですが出向後に上司に止められてしまったままです。ですからシンポ
ジウムなども会社には「役所に行くため」とかいって有休で行っています。
確かに学会費や本など、出費もバカにはできないのですが、これも自分の
ためと「貴方の評価能力を高めることが大切です」とのKAZZ先生のお言葉
を胸にして励んでいます。（あれからなかなか腹もくくれず、しくじり気味です
が・・・。）
本当でしたら会社が休みの土曜に開催しているNMSにとも思うのですが、
いかんせん交通費が痛すぎるので・・・。（とかいっているから、中途半端な
のでしょうね。）
ちなみに他の学会に関しては個人の学会費までは無理みたいですが、発
表大会などは会社の出張費用になることもあります。
404．Re: 技術者の学会参加について
名前：Jajan 日付：8月18日(日) 13時42分
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みなさま。
残暑お見舞い申し上げます。
色々，あるんですね。
上司の問題か，それとも予算の話と思います。
新しいことにチャレンジすることは投資です。
それを止める理由は，私には？？？ですが・・・
いるものはいる。それを説得するか，
はたまた，一人一人が自由に多くの予算を
使えるようにならないといけんね。
成果を出すためには多くの知恵が要るという
「卵が先かニワトリが先かという状態」を
自費でくぐられている方は，きっとほんまもんの
知識を身に付けられているものと思います。
品質工学の手法の勉強だけでなく，
品質工学で○○円儲けてやると有言実行され，
その心をしっかり上司にINPUTするような，
よい事例があるといいと思います。

362．もみもみマッサージ器の開発事例紹介
名前：Kazz@管理人

日付：7月29日(月) 12時33分

表紙のシステムの機能性評価事例に昭和50年ごろやりましたS-H変換の代表例
であるマッサージ器の開発を載せました。これらを含めてデミング賞の実施賞を取
ったのですが,当時はお客の要求品質を機能にブレークダウンして，性能に置き換
えて計測と解析を行い,たくさんのシステムを考案して，その中から楕円歯車のシ
ステムを採用したものです。
機能性の評価はやっていませんがソフトからハードへブレークダウンすることは品
質工学における考え方と同じです。
http://homepage2.nifty.com/khara/

356．損失関数が感覚的に合わない場合
名前：mio

日付：7月26日(金) 20時21分

Kazz先生には4月ごろコンサルティングをしていただいたのですが，
プラント構造物の強度設計をFEM解析で行おうとしています。
現在チューニングの段階で応力も許容値以下で製造コストも
現状より30％程度下がりそうな形状を見出すことができました。
しかし，チューニングでSN比の影響が大きいパラメータも
変更したのでSN比の利得が1.07倍にとどまっています。
そこで，損失関数でSN比の金額的影響を見ようとしたのですが
感覚的に合わない数値になってしまいました。
具体的は製造コストで1750万円するのに損失関数が0.017円
となりました。
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これは単純化してN1，N2の２点のデータから望小特性
として求めたSN比で，27.7dbです。
これはどう考えればよいのでしょうか。
思い当たるのは，ノイズの影響をプラスマイナス数％に
なるようにわざと小さくしたことです。しかし，ノイズの
絶対値は何でも良いと聞いています。
何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
357．Re: 損失関数が感覚的に合わない場合
名前：Kazz@管理人 日付：7月26日(金) 22時38分
ご質問の内容だけでは理解できませんので質問します。
１．パラメータ設計のときの特性値は内部に生ずる「応力kg/cm^2」ですか。
それは引張りか圧縮か曲げかせん断のいずれかでしょうが，品質工学では
このような特性はほとんど使いません。普通は荷重に対する変形量を問題
にします。すなわち,応力ー歪ではなく,荷重ー変形量のフックの法則を用い
ます。
２．特性値が応力で歪との関係を求めたのであれば,動特性になるはずで
すね。今回は応力が小さければよいと言うことで「望小特性」とかんがえた
のですか。
３．ＳＮ比が改善されたと言うことですが，初期設計はいくらで最適設計でい
くらになったのですか。(チューニング前）それをチューニングしたと言うこと
ですが目標値はあるのですか。
４．損失関数ですが，応力のばらつきから計算され他のですか。
製造コストも品質損失も利得の改善効果が1750円と0.017円と言うことです
か。全体の損失は製造コストと品質損失の和で表されます。
５．ＳＮ比が27.7dbは望小特性であれば標準偏差が0.04になりますがノイズ
は何をとったのですか。その場合のN1とN2は何ですか。ノイズを数%に取る
ことは特に問題がないのですが，改善前と後で同じ水準を選んで比較評価
する必要はあります。
とにかく全体の流れがつかめませんので詳細に書いてください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
363．Re: 損失関数が感覚的に合わない場合
名前：mio 日付：7月29日(月) 14時11分
>１．パラメータ設計のときの特性値は内部に生ずる「応力kg/cm^2」です
か。
結果から言いますと全体のひずみエネルギー（N･mm）を使いました。
今回の形状と荷重条件の特徴からパラメータを変えると最大応力の発生場
所だけではなく
最大変形の発生場所も変わるので，局所的な応力や変形をみてもうまく推
定できない
のではと考えたからです。
パラメータは板厚と寸法です。
>２．特性値が応力で歪との関係を求めたのであれば,動特性になるはずで
すね。
>今回は応力が小さければよいと言うことで「望小特性」とかんがえたので
すか。
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>３．ＳＮ比が改善されたと言うことですが，初期設計はいくらで
>最適設計でいくらになったのですか。(チューニング前）
>それをチューニングしたと言うことですが目標値はあるのですか。
最初は，横軸に部材番号で縦軸に部材ごとに蓄えられるひずみエネルギ
ーの積算を
とり，０点を通り右上がりのグラフになるようにしました。
そして横軸もN0の部材ごとに蓄えられるひずみエネルギーの積算をとり標
準SN比を求めました。
このときの，初期設計のSN比は-100.64dbで，最適条件は-100.26dbでし
た。
確認実験の結果は初期設計が-97.36dbで，最適条件は-94.67でdbまあま
あ再現性が
あると判断しました。
次に感度を求めようとしたのですが，標準SN比の形ではよくわからないの
で
全体のひずみエネルギーの平方根が小さいほどよい望小特性で感度を求
めました。
さらに別計算で製造コストを計算し，標準SN比が大きく，望小特性の感度
が小さく
製造コストが低くなるようにチューニングしました。
目標値は製造コスト10％減少です。もちろん最大応力が許容値以下となる
ことが
前提です。
>４．損失関数ですが，応力のばらつきから計算され他のですか。
>製造コストも品質損失も利得の改善効果が1750円と0.017円と言うことで
すか。
上記の感度を求めたときと同じで，標準SN比の形ではよくわからないの
で，
全体のひずみエネルギーのばらつきとしての望小特性のSN比から品質損
失を求めました。
初期設計の製造コストが1750万円で，初期設計の望小特性のSN比が
27.7dbで，
初期設計の全体のひずみエネルギーの平方根が1307でした。
限界を超えたときの損失額がよくわからなかったので上記の値を使って
品質損失を求めた結果 1750万円／((1307)^2×真数SN比) ＝ 0.017円とな
ってしまいました。
>５．ＳＮ比が27.7dbは望小特性であれば標準偏差が0.04になりますがノイ
ズは何をとったのですか。
>その場合のN1とN2は何ですか。
ノイズは板厚±0.5mm，荷重±２％，拘束部の変形の有無，熱膨張の有無
を調合してひずみエネルギー
が小さくなる方をN1，大きくなる方をN2としました。
最初に標準SN比を求めたのにチューニングと損失関数では望小特性に変
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更したので話がややこしく
なってしまいました。
364．Re: 損失関数が感覚的に合わない場合
名前：Kazz@管理人 日付：7月29日(月) 17時5分
構造物の形状が分かりませんので何を測られているのか理解できません。
機能性の評価として,信号を部材の番号として出力を部材の歪エネルギー
の積算を取られていますが，両者が比例関係があるのでしょうか。部材の
断面積を変えて,出力に歪エネルギーを求めたのであれば理解できるので
すが。
先にも申し上げたように,応力や歪の物理定数(品質特性）では評価は難し
いのです。実物ではなくテストピースを用いて機能性の評価を行うことを薦
めます。
それから標準ＳＮ比の使い方も単に形だけで行っていますから問題です。
FEM解析ではどんなことでも出来るのですが，入力も出力もエネルギーに
比例するものでないとまずいのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
365．Re: 損失関数が感覚的に合わない場合
名前：mio 日付：7月29日(月) 17時56分
そうですか。
あまり深く考えずに標準SN比で進めてしまうと後々行き詰まって
しまうようですね。
もう一度入力と出力が比例関係になる基本機能を考え直してみます。

355．何でもデータにするのＱＣである。
名前：Kazz@管理人

日付：7月26日(金) 17時22分

今朝とどいた「標準化と品質管理」の改善事例を見ていて感じたことですが，「硬
度のばらつき改善問題」で硬度の標準偏差をデータにとって，標準偏差が小さくな
る最適条件を「古典的実験計画法」で求めているのです。ばらつきまでデータにし
てしまうやり方には驚きましたが，統計的手法が企業の隅々まで行き渡っている
姿は見事としか言いようがありませんね。
また,今回の特集が「ISO9000や9001の有効活用」ですが，読んだ限りでは「顧客
満足」の内容は企業の自由（実力）に任せると言うことですが,果たしてこれで中国
や韓国に勝てると考えているのでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/

354．技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人

日付：7月26日(金) 17時9分

私が講演や講義をするときに,科学的思考と技術的思考の違いをお話しするので
すが，技術者にとって大切なことは科学的な思考をどれだけたくさん持っているか
が重要なカギになりますね。私が若いときにはマックスウェルの方程式に興味を
持って等価回路で応力や電磁力や熱力学の問題を理論的に解析したものです。

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200207.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

7/58 ページ

当時はレスポンスの研究が技術屋の仕事だと考えていましたから誇りを持って工
業数学の問題に取り組んだものです。ところが,いざ物を作ってみると理論通りに
ならず「もぐら叩き」で商品化したことが懐かしい思い出になっています。しかし,当
時の科学的な思考で現象解明したことが大変役立っているのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
358．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月27日(土) 18時6分
ところが,科学的な思考で理論通りの設計をしても市場では問題が起こるこ
とが分かったのです。そこで始めてもの造りには「理論の世界」と「ばらつき
の世界」があることを知ったのです。
最近,標準ＳＮ比が登場しましたが，標準条件が理論の世界でＳＮ比がばら
つきの世界と考えれば,標準ＳＮ比も簡単に理解出来るのではないでしょう
か。
もし私が固有技術の世界だけで生きていたら,多分行き詰っていたんではな
いかと思います。晩年になって品質工学を学ぶ機会を得てものの見方や考
え方が大きく変わったことを感謝しています。
「ばらつきの世界」の経験を積めば積むほど洗練されていって,結局は固有
技術へ戻っていくのだと思います。中高年の技術者や管理者の職業として
は最高のものではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
360．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Jajan 日付：7月29日(月) 10時59分
KaZZ先生
同感です。品質工学は技術を評価する工学であって，答えを出す方法論で
はないと思っています。したがって，自分自身がどれだけ多くの制御パラメ
ータを持てるかという「知識」「センス」が事前に重要になってくるのでしょう。
先生はマクスエルの統一方程式によるすごい経験をお持ちのようでまた
色々聞かせてください。
私の場合は，田舎生まれで何もないとろろでしたので，ほしいおもちゃをな
んでもかんでも自分で作ってみた。親父の大工道具を壊したり，ラジオや目
覚まし時計を壊しては，つまらないもんを作っていた興味津津の小学・中学
時代と，
何でもやらせてもらえた大学の卒論（材料系なのに，試験機つくりのため
に，コンピュータをつくったり，油圧制御システムを作ったり，エッチングのた
めに化学部まで相談にいったり，挙句の果ては試験材料や計測機をメーカ
さんにまで借りに行かされたり・・・，）そんなもろもろの教科書にない知識と
経験が今になって生きているなと感じています。
（少々ノスタルジックでごめんなさい。）
361．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月29日(月) 12時23分
Jajanさん
極暑ですね。昨日は枚方(隣の市）は38.2度でした。
貴方も同じような経験をされていますね。私がモジュールが0.15の小型成
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形歯車を開発したときには，浜井のホブ盤で電極を作り，スイスからシャル
ミーの放電加工機を800万円で買い，ディッケルのフライス盤を600万円で
買って金型を造り,アーブルグの成形機などすべてヨーロッパから購入して
開発設計を行いました。歯車検査機は日本製でしたが開発から製造まで全
部自分でやりました。その時に外国製の工作機の精度の高さに驚いたので
す。
歯車の設計では，駆動車の圧力角は18度,従動車の圧力角は22度で設計
することがベストだと言う結論に達しました。昭和38年でしたから品質工学
など全くなかったのですが，今から考えるとロバスト設計をやっていたことに
なります。
http://homepage2.nifty.com/khara/
366．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Yoshi 日付：7月30日(火) 9時49分
ある商品の開発をしているときに、先輩が本当に実験の経験から
しか発想できなくなっているのを見て、驚いた記憶があります。
理論の世界の知識は世の中にあふれていますから勉強しようと
すればいくらでも勉強できますが、バラツキの世界の勉強は
なかなか難しいですね。
大学時代、まじめに数式ばかりの工学計算の授業を真面目に
受けていたのが今になって活きている気がします。
実際、数式を追っていくのは今だ苦手ですが、幸いにも数式
アレルギーにはなっていませんので。
368．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月30日(火) 11時15分
Jajanさん
私が理論の世界に興味を抱いたのは，歯車を研究されていた東京工大の
中田孝先生の「機械回路記号解析」を読んだときからですが，この文献は
雑誌「機械の研究」に1967年に連載されたものです。当時はラプラス変換
やテンソル解析に興味を持っていましたから，機械要素を電気回路に置き
換えて，複素数ベクトルが出てきて，“位相が遅れる,進む”という振動解析
に夢中になったものです。品質工学誌のVol6 No.4に載せました「機械シス
テムにおける品質工学(その1)(その2)」はその時学んだことを品質工学に
応用した論文です。当時は「機械や電気回路の良さ」は20log(出力/入力）
で表していましたから「感度の世界」だけだったんですね。機械振動だけで
なく，振動フィルタ熱伝導問題やマトリックス・テンソル解析への展開など極
めて興味深い内容でした。
エネルギー変換を「機能」で考えることは昔からの技術者の智恵だったんで
すね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
369．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Tetsu 日付：7月30日(火) 13時21分
久々の投稿です。ﾘｽﾄﾗの方も個人的には落ち着いてきました。
物理とか理論の理解なしでは開発はｽﾀｰﾄしません。しかし実際には様々な
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誤差因子の存在に悩まされてもぐら叩きに追い込まれるわけですが、理論
の限界は誤差因子だけではなく固有技術そのものにも存在することがあり
ます。
複数の光磁気記録材料を積層することによって様々な機能を実現すること
が可能になりますが、その背景には多層磁性層の理論があります。私も以
前は多層磁性層理論で実験結果の説明とか実験結果の予想をしていまし
たが理論
で説明が可能なのはせいぜい3層くらいまでです。4層以上の複雑な構成で
は実験結果を説明すること自体が極めて困難になるのです。そこの限界を
打ち破ったのは基本機能の考え方でした。そもそも現象解明は技術の目的
ではな
い。今考えると当たり前の話なのですが当時は新鮮でした。理論も重要で
すが、それ自体を目的にしてしまうと理論で説明できる範囲内に技術の可
能性を狭めてしまう欠点もあります。技術者のｱｲﾃﾞｱは既存理論を越えるこ
とも
あります。
370．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月30日(火) 15時17分
Tetsuさん 久しぶりですね。心配していましたがリストラの方も落ち着いて
きたようでよかったですね。
仰る通り，理論の限界の問題は大きいですね。理論式があるとその範疇に
答えがあると勘違いしてしまう場合がありますね。実験計画法の下巻の588
ページに雑電流パワーの理論式がある場合，どのようなデータ解析をした
らよいか。という問題がありますが，田口先生はこの理論式の中に答えが
あると考えるのでなく，創造者の立場にたってものを考えるべきで，創造の
問題に取り組めるような精神を養うことが重要であると仰っていますね。
TetsuさんがおやりになったMOの問題はまさしく理論の限界を超えた技術
的な産物であったと思います。大変示唆に富んだお話を載せていただきあ
りがとうございました。
http://homepage2.nifty.com/khara/
371．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Jajan 日付：7月30日(火) 18時11分
KaZZ先生
「創造の問題に取り組む精神を養うべきである」とは意味深ですね。
はたして日ごろのテーマが創造か？と真摯に考えてみると，
？？？ですね。
我々は２１世紀何を何のために創造するのでしょう。
そのためには，今後我々の生活をよりよくするために
「必要不可欠なもの」「今ないもの」「あると助かるもの」
はいったい何か？と，常に問題意識を高めておく必要がありますね。
私にとっては，広く技術以外も勉強して地球規模での視点の体得が先決で
す。
372．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月31日(水) 10時54分
Tetsuさんへ
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貴方があの問題で成功したのは，基本機能の考え方だと仰っておられます
が，多層膜を考案することが出来たのは固有技術（Technology)であり，もっ
と源流の個有技術（Art)があったからだと思います。私が申し上げたかった
のはそのことなのです。品質工学をやっている方の多くが機能性の評価技
術が問題を解決したと考えがちですが，忘れてはならないのはシステムを
創造する知恵がなければ機能性の評価も上手くいかないはずです。品質
工学アレルギーの方々が問題にされているのはそのことではないのでしょ
うか。田口先生が制御因子間に交互作用があるときに「技術がないからだ」
といわれるのは基本的な現象の把握が不足していることを仰っているのだ
と思います。勿論，技術の悪さ加減を速く発見するのは品質工学の役目で
すが。
http://homepage2.nifty.com/khara/
373．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Tetsu 日付：7月31日(水) 13時22分
>勿論，技術の悪さ加減を速く発見するのは品質工学の役目ですが。
ここがこれからの日本の技術開発にとって極めて重要になってくるのでは
ないでしょうか。新しい技術を開発して新規市場を創造していくしか今後の
日本が生き残る道がないと言われています。私もまったく同感なのですが
問題は新規技術開発のためのﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄができる人材が見当たらないことで
す。何か新しい提案をしても”まずはやってみろ”と言う前に潰されることの
方が多いのです。上から下まで過去の延長でしか物事を考えなくなってい
ます。その方が楽でいいのですがその結果がﾘｽﾄﾗで会社から追い出され
てしまうのですから深刻です。市場動向、技術動向を先読みして他社に先
行して技術開発を行い特許で後発競合の参入を防ぐ。この戦略を実現する
ために品質工学が極めて有効です。何故なら可能性の無い技術に時間の
金を費やしていては勝てないからです。ｵｰﾊﾞｰﾗｲﾄMOの開発は私だけの成
果ではなく一緒にやったﾒﾝﾊﾞｰが本物の人材だったからこそ上手くいきまし
た。誰もやったことのない開発ですから答えがどこにあるのか分からない。
そもそも答えがあるのかどうかも分からない。そんな中で可能性のない技
術に時間と金を投入していては命取りになります。品質工学を使って可能
性判断を行い1年半程度の間に5、6回のｼｽﾃﾑ変更を繰り返しました。周り
から見れば失敗の連続に見えたでしょう。あるいは諦めが早すぎるとも思
われたかも知れません。しかし新しい技術を開発するのは失敗は避けられ
ません。問題は上流で早く失敗を繰り返し下流では絶対に失敗しないこと
です。最近弊社のﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸが市場でﾄﾗﾌﾞﾙを起こし大問題となっていま
す。あれなどは上流段階で下流を予測する戦略が希薄であったことが根本
原因です。社内の社長HPでもこの件に関する根本対策案を提案しましたが
それを社長含めﾄｯﾌﾟが見ているかどうかわかりません。
374．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月31日(水) 14時23分
>品質工学を使って可能性判断を行い1年半程度の間に5、6回のｼｽﾃﾑ変
更を繰り返しました。
お聞きしたかったのは，システム変更を繰り返すときに､従来の狙い撃ち実
験でも品質工学実験でも固有技術がなければ上手くいかないと思うのです
が，ほんまもんの技術者集団であったから適切な制御因子や水準を設定
でき，その上で，機能性の評価と改善でスピーディな開発が出来たと考え
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ればよいのですね。とすると，研ぎ澄まされた「技術センス」がなければ成
功しなかったということになりますね。
「ほんまんの技術者」とは何か。を考えるとき，固有技術と評価技術のどち
らも一流であることが必要だということになりますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
375．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Tetsu 日付：7月31日(水) 20時53分
Kazz先生
話が少し横道にそれてしまいましたが仰る通りで固有技術と評価技術が技
術開発を進める車の両輪です。どちらが重要というものではなく両方揃わ
ないと技術の完成は困難のはずです。ここでもう一つ付け加えたいのは品
質工学が技術の創造を促す側面もあるということです。
周りの連中が研究のための研究を繰り返していた頃、我々３人は不可能と
言われていたLIMDOW－MOの量産を世界で初めて達成してやろうと本気
で考えていました。偶然にもY先生の直接指導を受けることができたことが
成功要因です。ﾊﾟﾗﾒｰﾀ設計が終了し実験結果をY先生に報告すると”これ
で本当にOKか”と質問されるのです。あの頃の実質的な上司はY先生でし
た。目標が世界初の量産で、しかも私は自分の手で量産立ち上げをするつ
もりでいましたから安易にはOKとは言えません。品質工学の問いかけに対
して自らNG宣言をするのですからこのまま潔く諦めるか、あるいは新たな
方式にﾁｬﾚﾝｼﾞするしかないのです。そんなある種の緊張状態を作り出し、
結果として技術者のﾁｬﾚﾝｼﾞ精神に火をつけたのが品質工学です。
量産立ち上げ段階の土壇場で当初予定の６層方式を変更し急遽７層に変
更してﾄﾗﾌﾞﾙを回避したのですがあれなどは固有技術を超えた直感という
ほかないのです。固有技術と評価技術に加えて駄目なら潔く諦める清清し
さも教わりました。
376．Re: 技術者は「科学的思考」が大切である。
名前：Kazz@管理人 日付：7月31日(水) 23時42分
Tetsuさん
>ここでもう一つ付け加えたいのは品質工学が技術の創造を促す側面もあ
るということです。
このことはHPの「パラメータ設計の極意」でもお話しましたように，シミュレー
ションによるパラメータ設計で新しいシステムを創造した経験があります。
パラメータ設計というのは決められたシステムの中だけで行うのでは改善
効果は小さいと思います。膜の数を増やすことはシステムの変更になるの
ですが，私は一向に構わないと思います。
>固有技術を超えた直感というほかないのです。
このことを個有技術（Art)というのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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347．大会テーマで一言
名前：タクヤ

日付：7月24日(水) 21時31分

品質工学関係の大会のテーマですが、結構テーマ倒れしているという印象を
持っている人が結構いるようですね。
時代のニーズを先取りしているテーマなのですが、その解決策が
明確に示されている大会内容にはなっていねいとの印象のようでした。
私はそれでもいいと思っています。兎に角人を呼びたいですから。
348．Re: 大会テーマで一言
名前：Kazz@管理人 日付：7月25日(木) 15時39分
タクヤさん
皆さんの発表が大会のテーマに相応しい内容であるかどうかと言われれば
確かに問題はあると思います。しかし,大会のテーマを決める時には，一応
その時々の品質工学の話題のテーマや世の中で期待されていることを実
行委員会や役員の皆さんが考えて決めているわけです。
発表テーマとのずれが出ることは止むを得ないことだと思います。田口先
生の講演や外部の方の特別講演やそれを裏付ける内容の発表を注意深く
お聞きになれば解決策や方向性が読み取れるはずだと考えています。
個人差がありますからすべての参加者のご期待に添えないことは仕方がな
いことだと考えております。
先日の実行委員会でも皆さんの声を分析した反省会を開いて来年の大会
に活かすようにしていますから，皆さんからも建設的なご提案をいただけれ
ば幸いです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
349．Re: 大会テーマで一言
名前：いしの 日付：7月25日(木) 16時56分
大会実行委員の一人として、タクヤさんの発言は
的をついているだけに、ちょっと悲しくなりました。(TOT)
裏方の苦労を組んだ発言のほど、是非、宜しくお願い致します。m(__)m
350．Re: 大会テーマで一言
名前：いしの 日付：7月25日(木) 18時26分
「苦労話の美談はまずい」は品質工学の鉄則の一部ですが実行委員長
のkazz先生のＨＰなのであえて一言、大会実行委員会の活動の一部を
ご紹介致します。
大会実行委員会は、約９ヶ月をかけて来年度の大会の準備を行います。
会合は、一ヶ月に一回の集まりがあり、学会からの報酬金などなく全
てボランティアで運営します。（本職をなげうって？）
そこでの議論は、テーマ選定（なかなか決まりません）、司会者の依
頼（皆さん嫌がります）、発表者の応募・発掘（期限に間に合わない）、
会場レイアウト整備（ＴＶ中継音声不具合発生）、前回の反省点の改
善（ポスターを見易くするため、はせべさんが自前で日曜大工）、大
会当日での裏方整備（大汗かきかき）、注文・苦情（担当司会者の間
違え、司会者探し）の対応等々です。
私も実行委員になる前は、「会場の裏方でヘラヘラしていて楽そうだ」
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と思った口でした。しかし、実際やってみると力仕事あり、苦情あり
で殆ど席に座っている余裕などないのです。また、聞きたい発表もあ
るのですがそうゆう雑用？に追われ忙しくて聞けないのです。
でも、よいこともあります。それは、来てくださった人からの一言の
言葉「ご苦労さま」です（田口先生に言われたときは感激したなぁ）。
この言葉に「よし、来年は更に良い大会にしてやるぞ」となるのです。
この感動はやってみた人にしか分からないのです。
是非、来年度、やってみたい方がいましたらkazz先生、若しくは、私
ども現大会実行委員にお声をかけて下さい。
351．Re: 大会テーマで一言
名前：Jajan 日付：7月25日(木) 18時40分
Kazz先生，いしのさん
毎年お世話になり，ありがとうございます。
実行委員の方々のご苦労を理解しました。
我々も，実行委員の方々のお働きの上にいることを再認識し，
今後は，テーマに即した価値あるテーマ選定と
テーマ活動とその報告が出来るよう邁進してゆきます。
352．Re: 大会テーマで一言
名前：タクヤ 日付：7月25日(木) 19時32分
いしのさん、kazz先生、実行委員の皆さん気に障ったらお許し
ください。
品質工学会の大会のテーマは、来年度へ向けてのテーマでも理解されると
考えます。しかし、その他の品質工学関係の講演会のテーマも皆
その傾向があり、それが品質工学アレルギーの方にはお気に召さないよう
でした。まあそれでもいいのですが、・・・・・・・
という意味です。
まあ学会員がテーマに合った内容で実証してうけばよいのでしょうが・・・
353．Re: 大会テーマで一言
名前：Kazz@管理人 日付：7月26日(金) 9時38分
みなさん こんにちは。
大会のテーマだけを見ると一般の方は誤解されることも多いと思います。と
いうのは,技術の世界には，従来の科学的な研究をやられている方や統計
的な品質管理の専門かも多いわけですから,品質工学だけが評価技術では
ないぞと考えても不思議ではないのです。彼らはそれぞれの分野で評価の
やり方については自信を持っているわけですから，品質工学だけが唯一の
評価技術であると主張したような大会テーマには不快感を持っても当然な
ことです。したがって,テーマと発表の中味が不一致であることは当然なこと
です。
したがって,誤解を受けずに強くアピールするテーマとなると大変難しいこと
になりますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/

333．田口先生の特別講演
名前：Kazz@管理人

日付：7月23日(火) 11時3分
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みなさん
先日の大会における田口先生の講演内容をテープから掘り起こしたものを表紙に
載せましたのでご覧ください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
339．Re: 田口先生の特別講演
名前：Jajan 日付：7月23日(火) 15時55分
KaZZ先生
貴重な情報ありがとうございます。
技術問題と管理問題がすっきり出来る内容だと思います。
読めば読むほど，品質工学が原点に回帰しているような気がします。
結局は許容差設計にしろ，パラメータ設計にしろ
SN比＆変化率の概念まで戻るのでしょうか？
また，
シミュレーションでパラメータの振らせ幅を小さくと述べられていますが，
非線形シミュレーションでは解が発散するため，ふれ幅を小さくするというこ
と？ それとも変化率を見るなら変分は小さくてもよいという意味でしょう
か？ 皆さんはどうお考えでしょうか？
340．Re: 田口先生の特別講演
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 16時39分
Jajanさん こんにちは。
「原点回帰」というのではなく,今まで目的に近いところで議論されてきた問
題を画像のように色彩の原点の再現性を高めれば目的機能もよくなるとい
う考え方ではないでしょうか。また,ロバストとチューニングの問題を区別さ
れた上で改善問題と管理問題を明確にされておられますね。ＳＮ比は改善
問題(完全分離の2段階設計）と評価問題（購入品など）で異なる程度です
が,変化率は初期値のばらつきが考えられていませんから，ここまで戻るこ
とは考えられません。
パラメータの振れ巾を「ほんの少しでいいから変えなさい」と言われていま
すが，ノイズの幅よりは大きくする必要はあると思います。ノイズの影響で
変わる範囲であればあまり大きくなくてもよいと言う意味ではないでしょう
か。
http://homepage2.nifty.com/khara/
343．Re: 田口先生の特別講演
名前：Jajan 日付：7月23日(火) 17時13分
KaZZ先生
ご解説ありがとうございます。
「原点回帰」「技/術管理問題」理解が一層深まりました。
もう一読して考えてみます。
「シミュレーションの水準どり」では，あえてノイズを
設定するというのではなく，全てのモデルパラメータや境界条件までも
振らせる（振らせれる）というふうにも，
考えてみたいと思いますが・・・。
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345．Re: 田口先生の特別講演
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 23時40分
皆さんへ
従来は「目標値へ合わせる設計」が設計者の仕事のすべてであったのです
が,品質工学の場合は，品質目標や規格が決まっている設計はチューニン
グだけの問題であって，管理問題であると考えているのです。したがって,技
術が確立した後の編集設計(寄せ集め設計）でやることですから，ＳＮ比に
よる改善活動とは完全に別なものと考えているのです。目標値へのチュー
ニングは工程管理でも出来ることです。
ＨＰの「肩たたき機の開発事例」をご覧になればお分かりになると思いま
す。
http://homepage2.nifty.com/khara/
346．Re: 田口先生の特別講演
名前：いしの 日付：7月24日(水) 13時0分
Kazz先生
それが標準ＳＮ比の考え方なのですよね。
359．Re: 田口先生の特別講演
名前：やあまん 日付：7月27日(土) 18時30分
全く余談で、すみません。（途中で「テープ反転」とありましたので。）
最近はみなさんご存知のようにICレコーダーも長時間対応が可能になり、
私自身、結構重宝しています。（あまり大きな声では言えませんが、シンポ
ジウムなどでの、田口先生の講演を録音したりして、電車の中で聴くことが
あります。）これなら、最近のでは18時間以上録音可能で、ほぼ丸1日、録
音できるようになります。
しかし、これにも「技術品質」での問題があり、電池の消費が早いのです。
テープに比べても早いと思います。私が持っているレコーダーの場合、新品
のアルカリ電池でも連続で24時間程度しか持たないのです。
最近は電池自体が長時間可能なタイプが出ていますが、肝心の装置の方
がどうなのかなぁと思ってしまいます。

329．品質工学の難しさ
名前：Jajan

日付：7月22日(月) 10時21分

皆様
暑中お見舞い申し上げます。
品質工学の取っ掛かりでSQCやTPCや６σの差は？
何がどれだけかわるんか？
等の素朴な疑問に
ついつい専門的言葉に走ってしまいます・・・が，
当たり前の言葉で，胸を張って答えられるように
ならいとといかんですね。これまた勉強勉強です。
330．Re: 品質工学の難しさ

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200207.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

16/58 ページ

名前：はせべ 日付：7月22日(月) 15時9分
Jajan さん
＞ついつい専門的言葉に走ってしまいます・・・が，
そうですね、まじめに答えようと考えてしまう･･･。そうでなくて、目的から説
き起こさなくてはいけないと思います。手法の話になるとそれ自身が目的化
してしまう恐れがある。自分の会社の状況を考えると、この手段の目的化
が最大のガンのような気がしてます。
組織とは上の方針に反応するようになってますから、つい目的を軽視して
しまい、成果の分かりやすい（つまり管理しやすい）品質項目（具体的には
実施件数などです）で管理し、結果として非効率な事をやってしまう。前にも
書きましたが、私の会社でQE導入後１５年間の失敗（先輩達にはきつい言
い方ですが）の歴史は、この手段の目的化を防げなかったためと考えてま
す。油断すると私自身もついついその道に入りがちです。
Jajanさんの言うように自分の言葉で話せるようになり、そして手法は気に
せず何が目的なのですかと話し合えるレベルにならなければと思います。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
331．Re: 品質工学の難しさ
名前：Kazz@管理人 日付：7月22日(月) 15時56分
Janjanさん はせべさん
3日間信州で墓地の掃除をしてきました。と言いますのは大阪に新しい墓地
を購入して,9月に新しい墓地に移転させるためです。
さて首題の件ですが，私は現役時代から人事などから書類が来ても「何の
ために書くの」と聞いて納得しなければ突き帰していました。ほとんどの書
類が組織のためであって無駄な書類が多かったのです。
管理手法にも同じことが言えるのであって,「何のためにやるの」「誰のため
にやるの」と自問自答してみれば胸を張って答えられるのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/

316．技術責任者について
名前：Kazz@管理人

日付：7月19日(金) 10時30分

みなさん おはようございます。
皆さんの企業には技術責任者がおられますか。
私の現役時代には松下電工には『技術責任者』がおりました。名前は小林郁(入
社当時は研究部長で最後は社長から副会長になった人です）という方で私が入社
したときの上司でしたが，この方のお陰で私は一人前の技術者になることが出来
たと感謝しています。部下は上司を選べませんので上司の影響力は大きいので
す。この部長から「技術者魂」なるものを学びました。ここで皆さんにお話している
基本的な部分はこの時代に植えつけられたものです。昭和40年に海外出張で世
界一周の旅をしましたが，その時，彼との会話が,部長『いいな分かったな』私『は
い分かりました』このたった二言だけで45日間の旅をしてきました。
彼が社長時代に出されたスローガンは『技術で創造する松下電工』でした。ふと思
ったのですが，来年の品質工学研究発表大会のスローガンは『技術を創造する品
質工学』と言うのはいかがでしょうか。
これは思いつきですが，皆さんからスローガンを募集しますのでこの会議室に投
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稿してください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
334．Re: 技術責任者について
名前：はせべ 日付：7月23日(火) 12時35分
Kazzさん
「技術を創造する品質工学」･･･良いですね。本当にそう思います。品質工
学は考えるべきところを明確に絞れますから、本当に自由な発想を促してく
れるのです。信号と誤差を決め基本機能を考えれば、どんな制御因子でな
いと課題が達成できないかが見えてくるのです。その意味で、品質工学は
技術者を創造的にしてくれます。
小林さんの話は興味ありますね。このような人が本当の技術者であり、本
当の技術者がいなくなったので､品質工学が考え方の部分まで入り込まな
ければならなくなったのですね。品質工学のメソッド以外の部分は、昔から
言われてきたことですよね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
337．Re: 技術責任者について
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 14時40分
はせべさん
私の人生において影響を受けた「5人の師」を持っています。小学校3年のと
きの代用教員で半年だけ教わった先生が最初の師ですが，今でも手紙の
やり取りで付き合っています。その次の師が高校の物理の先生で,その後
が「技術者魂」を植えつけられた松下電工の小林さんで,最後の師が田口先
生です。
良き師との出会いは,人生観を変える重要な働きをしてくれますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
341．Re: 技術責任者について
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 16時50分
Jajanさんのコメントが消えていますので付け加えました。
--------------------------------------------------------------日付：7月23日(火) 15時23分
名前：Jajan
E-mail：adachinor@mue.biglobe.ne.jp
題名：Re: 技術責任者について
内容：KaZZ先生よき師との出会いで人生観が変わること痛感します。よき
師とは人だけでなく，文章や小説や風景やいろんなものの中にもあることと
思います。さて，スローガン「技術を創造する品質工学」とてもよいと思いま
す。朝からぼんやり考えてみたのですが，「技術を究める品質工学」「品質
工学の原点に迫る」「戦略工学工学としての品質工学」・・・・・ご参考まで。
http://homepage2.nifty.com/khara/
342．Re: 技術責任者について
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 16時58分
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Jajanさん
貴方が投稿されたコメントが消えてしまいましたので追加しました。
ご提案の下記のものも大変良いテーマですので候補に入れさせてもらいま
す。
>「技術を究める品質工学」「品質工学の原点に迫る」「戦略工学工学として
の品質工学」
http://homepage2.nifty.com/khara/
344．Re: 技術責任者について
名前：タクヤ 日付：7月23日(火) 21時52分
「技術を再生させる品質工学」「技術を変革させる品質工学」「技術革新させ
る品質工学」「ほんまもんの技術者を育成する品質工学」

312．「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Kazz@管理人

日付：7月18日(木) 22時15分

Janjanさん,Tetsuサン,Yoshiさん,タクヤさん,いしのさん,はせべさん
Mizgiさん,他の皆さん
このホームページが新しく更新されたとき皆さんのメールに自動的にお知らせする
ような設定が出来ますがご存知でしょうか。ご存じない方は表紙の左上にある「設
定はこちら」をクリックして，ご自分のIDを設定しますと自動的に更新されたことを
お知らせしますのでご利用ください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
315．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Jajan 日付：7月19日(金) 10時18分
KaZZ先生
設定完了！
317．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Kazz@管理人 日付：7月19日(金) 10時36分
みなさん
私はこの掲示板の管理人ですから,ページ更新は自動的ですが,皆さんのと
ころで掲示板の更新まで出来るかわかりませんのであしからずご了承くだ
さい。その時はその都度覗いて見てください。
http://homepage2.nifty.com/khara/
318．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Kazz@管理人 日付：7月19日(金) 10時39分
みなさん
それから,この掲示板を更新しますと最後の更新がトップに出るように変更
しましたがいかがでしょうか。従来通りの方がよい方はおられませんか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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324．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Yoshi 日付：7月19日(金) 16時33分
昔、Niftyの会議室を除いている頃は電子メールなんで周りの誰も使ってい
あｍせんでしたのでいつも、会社から帰った深夜に見ていましたが、今や電
子メール無しには仕事がどうにも進まない時代になって、メールチェックの
合間にこの会議室を見ています。
最近は、発言が活発なので一日２回のメールチェックではついていくのが大
変ですね。でも楽しいんで頑張ります。
327．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：mizgi 日付：7月19日(金) 16時54分
Kazz先生，みなさま，暑くて体調を崩しがちですがいかがお過ごしですか？
私はインターネットもノーツメールも勤務中ずっとつなぎッ放しです。
業務の間にちょこちょこ掲示板をチェックしています。
活発すぎる議論に時折のけぞっていますが，何とかついていきたいモノで
す。
明日，明後日は上越国際スキー場に『バイク』を持ち込んでトレッキング遊
びに興じてきます。子供達も連れて行きます。（もちろん先方の許可は取っ
ています。）
社内グループに『子供バイク教室』のようなものがあり，そのイベントの１つ
です。
自然の中でリフレッシュして，また仕事に頑張ります。
328．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Kazz@管理人 日付：7月19日(金) 21時13分
All>
明日から3日間田舎に行ってきます。墓参りです。
しばらく会議室はお休みです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
335．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：はせべ 日付：7月23日(火) 12時39分
Kazzさん
ホームページの更新（田口さんの講演録画反映された件）は、連絡があり
ましたが、掲示板の更新についての連絡はありません。管理者だけのよう
ですね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
336．Re: 「ページ更新通知」をご存知ですか。
名前：Kazz@管理人 日付：7月23日(火) 14時25分
はせべさん こんにちは
仰るように掲示板の更新は管理者だけに連絡があるようになっています。
残念ですが時々覗いてみてください。
http://homepage2.nifty.com/khara/

301．またﾘｽﾄﾗです
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日付：7月16日(火) 23時43分

今朝の緊急朝礼でまたﾘｽﾄﾗの発表がありました。今回は私も対象部門に入って
いますからお決まりの人事面接等を受けることになりそうです。そろそろ根本治療
をしないと全てが終わりそうです。競争で負けるというのは悲惨です。
一人一人の技術者はとても優秀なのですがそれが事業としての競争力に結びつ
かない。技術戦略の失敗です。品質工学導入を様々な形で提案してから１年が経
過し、今ようやく動きつつあります。（まだいつ潰されてもおかしくない状況です
が。）何故ここまで事態が悪化しないと変わらないのでしょうか。
組織をいくらいじっても戦略と人材を生かす環境がないと何も変わりません。”社
員が働かないのが悪い”これが本当にﾄｯﾌﾟの本音だったら怖い。上の指示命令に
従順に従う社員と社員を信頼しないﾄｯﾌﾟ。ここまでくると自分の意見提案を持たな
い社員にも責任ありです。
302．Re: またﾘｽﾄﾗです
名前：Kazz@管理人 日付：7月17日(水) 12時29分
Tetsuさん
貴方の会社も大変な事態が起きているようですが,各社で多かれ少なかれ
同じようなことが起きて技術者も受難の時代ですね。このような事態は戦争
直後でもあったのですが，周りがそれほど荒廃していないだけに皆さん本
気になれないのです。責任者は責任を感じて自らが立ち上がらなければタ
イタニック号の運命をたどるでしょう。
>ここまでくると自分の意見提案を持たない社員にも責任ありです。
改革は自らが変わらなければダメです。昔,松下電器では不況になったとき
全ての社員が売りに歩いた結果，在庫が吐けて生産性が改善されました
が，サラリーマン化した現在ではリストラしか方法がないようですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
303．Re: またﾘｽﾄﾗです
名前：はせべ 日付：7月17日(水) 12時49分
最近ＴＶで中高年の再就職の問題を取り上げた番組が多く、つい引き込
まれてみてしまいます。Tetsuさんは一時は同じ会社にいた人でもあり身に
つまされる話です。
一人一人は優秀なのに競争力に結びつかない･･･話題の小説「ザ･ゴー
ル」を思い出しますね。部分最適、全体最悪。日本よりは戦略的と思われる
欧米でも話題になっているということは、戦略とはやはり難しいのですね。
Tetsuさんが感じているのは戦略の問題よりそれ以前の意識の問題。品
質工学導入がポイントとは思いますが、手法面でなく哲学の面を如何に分
かってもらえるか。最近私は基本機能などの当たり前の考え方を有効に使
うための手法が田口メソッドだ、品質工学で主張している哲学の大部分は
先人からの知恵である、という言い方をしています。目の前の課題に目を
奪われるのでなく、手法に走らずに素直に考えようということです。結局急
がば回れという事です。緊急度が高くなればなるほど本筋を外さないように
しなければと思います。「ザ･ゴール」でもそうでした。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200207.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

21/58 ページ

304．Re: またﾘｽﾄﾗです
名前：いしの 日付：7月17日(水) 15時32分
昨日は、反省会に参加できず大変、残念です。
くだらないアホ会議に出されて途中で退席しようかと
思った位です。
リストラですか。私も適用年齢なので他人事ではないです。
305．目先しか見えなくなるのです
名前：Kazz@管理人 日付：7月17日(水) 15時59分
人間は危機に立たされたときは目先しか見えなくなりますね。
冷静にものが考えられるのは余裕があるときです。しかし,企業がおかしくな
ったからと言って,時は待ってはくれません。このような時こそ自分を磨き真
剣に品質工学の普及に努力をすれば，企業の発展があるのだと信じてや
ることです。
オイルショックの時仕事が全くなくなり，グランドの草みしりをやりました。あ
の時はプラスチックがなくなったのですが，今回は物は有り余っていますか
ら,人に喜ばれる智恵，傍を楽にする智恵のような哲学が薄れてきたのでは
ないでしょうか。兎のようにあせらず,亀のように一歩一歩当たり前の努力を
すれば道は開けると信ずることです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
306．Re: またﾘｽﾄﾗです
名前：Tetsu 日付：7月17日(水) 21時40分
>最近ＴＶで中高年の再就職の問題を取り上げた番組が多く、つい引き込ま
れ>てみてしまいます。Tetsuさんは一時は同じ会社にいた人でもあり身に
つま
>される話です。
会社の中にいると気が付かないことが多いのです。別の会社に所属して初
めて前の会社の強さに気が付きました。全社員が品質工学を使って理想の
開発を目指しているわけではないことは判っています。それでも適度な危
機感があり合理的で戦略的な思考ができる社員が多かった。優秀な社員
が多いとは思いませんができる技術者が沢山いました。
品質問題が発生したときの対応もまったく違います。技術の世界では誤魔
化しがきかないことを学んだも最初の会社です。
この意識というか文化の差が業績の差となり最後は個々の社員の人生、そ
して家庭にまで影響を与えるのですね。技術戦略とは恐ろしいものです。
＞このような時こそ自分を磨き真剣に品質工学の普及に努力をすれば，企
業の＞発展があるのだと信じてやることです。
若手を中心に賛同者も現れました。来週は部課長対象にﾌﾟﾚｾﾞﾝを行いま
す。まだ諦めてはいません。優秀な社員が戦略を身に付ければ必ず勝てま
す。
308．Re: またﾘｽﾄﾗです
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名前：Jajan 日付：7月18日(木) 12時31分
Tetsu-san こんにちは
リストラというアクティブノイズの中でのご活躍期待しております。
＞若手を中心に賛同者も現れました。来週は部課長対象にﾌﾟﾚｾﾞﾝを行い
ます。まだ諦めてはいません。優秀な社員が戦略を身に付ければ必ず勝て
ます
部課長クラスに危機感がある今が一番のチャンスだと思います。
今度は部課長級に賛同者が一人でも多く現れることを期待したいです。
部課長級への説明は，「品質工学を説く」よりも事例を多く使って「ロバスト
ネスの重要性を説く」方が，私の経験ではBetterでした。
325．Re: またﾘｽﾄﾗです
名前：Kazz@管理人 日付：7月19日(金) 16時37分
管理者責任でこちらに移動しましたのであしからず了解ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
名前：タクヤ 日付：7月18日(木) 9時38分
Tetsuさん
こんにちは。
リストラ、非常に身につまされます。やはり役員のような保守的な人間は
無視して、会社に長くいたいものが自ら変革の活動をすべきだと思います。
私もこの間部課長連中にプレゼンをしたら、見事ぼろかすに言われて撃沈
しましたが、めげずに来週全社の技術者に向けて、自ら「ロバスト設計活
動」の
全社展開を宣言する（勝手に）つもりです。胃が痛い・・・・・
まあ あほ ぼけ 言われてもかまいませんので、俺が変えてやるの粋でが
んばってまーす。（自分が発案者なのでしょいうがない）
Tetsuさんもめげずに、どんどんやりましょう。がんばれ！
------------------------------------------------------------------------------309．Re: RE：またﾘｽﾄﾗです
名前：いしの 日付：7月18日(木) 12時45分
タクヤさん
> 私もこの間部課長連中にプレゼンをしたら、見事ぼろかすに言われて撃
沈しましたが、めげずに来週全社の技術者に向けて、自ら「ロバスト設計活
動」の
> 全社展開を宣言する（勝手に）つもりです。胃が痛い・・・・・
タクヤさんの大汗の姿が目に浮かぶようです。
因みに、ぼろかすに言われた内容を言える範囲で教えて頂けると私の今後
の
活動に参考となりますので有り難いです。
なお、うちでは、品質工学の部課長教育は、必修科目となりつつあります。
やっと、下地が出来つつあるようです。（やっと、草の根運動から足を洗え
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そう。嬉ピー！！）
ある品工の先輩からの教訓）推進は、押してもダメなら引いてみな。しかし、
普及には１０年はかかることを肝に命じるべし！！
------------------------------------------------------------------------------313．Re: RE：またﾘｽﾄﾗです
名前：Kazz@管理人 日付：7月18日(木) 22時30分
タクヤさん,いしのさん
今日は古巣の部課長セミナーを行ってきました。
年2回やるのですが。今日は35名の参加でしたが，古参の課長や新人の課
長などいましたが,このような教育はほとんど意味がないように思います。確
かに個人的には新しい考え方を聞くわけですから，目から鱗で大変な衝撃
を受けるのですが，いったん事業部や研究所に戻ると元の姿になってしま
うのです。最も効果のあるのは事業部や研究所に行って具体的なテーマで
指導することです。私の話を聞いた社員は何百人か何千人か覚えていま
せんが，どれほどの人が実行しているか寂しい限りです。
私は品質工学のことよりもマネジメントの大切さを話すのですが,感心して聞
いてくれてもよい話だったと言う程度に終わってしまうのではないでしょう
か。
http://homepage2.nifty.com/khara/
------------------------------------------------------------------------------319．Re: RE：またﾘｽﾄﾗです
名前：はせべ 日付：7月19日(金) 12時40分
Tetsuさん
頑張ってくださいとしか言えません。エネルギーを感じる文章なので、こちら
も勇気付けられます。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
------------------------------------------------------------------------------322．Re: RE：またﾘｽﾄﾗです
名前：はせべ 日付：7月19日(金) 16時20分
Tetsuさん
私がやっているやり方をお話します。部課長クラスはダメです。日々の管理
にだけ目が行ってますから、品質工学のような戦略思考は出来ません。
事業部長クラスに直接語りかけて方針を明確にしてもらいます。嫌々でもテ
ーマを選定してもらい、そして具体的な実績をあげて部課長に納得してもら
うのです。
テーマを検討して行く中で、品質工学の考え方の基本に賛同してくれる人も
増えます。やはり足繁く通ってあげないとダメですよ。
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最初のキッカケをどうするかです。品質問題をキッカケにして食い込むと
か、私の場合はもっと上（役員クラス）から落としてもらえた例もあり助かり
ましたね。身を捨ててぶつかる気持ちです。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
http://homepage2.nifty.com/khara/

295．偉い人は「朝令暮改」である
名前：Kazz@管理人

日付：7月16日(火) 10時39分

みなさん
昨年の田口先生の講演のとき,私が田口先生は朝令暮改であると紹介しました
が，松下幸之助も朝令暮改の達人でした。ある朝,事業部長に「あそこに工場を建
てろ」と言った夕方には「止めとけ」と言われたそうですが，天才や偉い方は常に
先のことを考えて判断されていますから，凡人には考えられない行動ができるの
です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
299．Re: 偉い人は「朝令暮改」である
名前：Yoshi 日付：7月16日(火) 15時32分
本田宗一郎さんも朝令暮改だったそうです。
でも、ホンダの人は「お客さんのためになるクルマづくり」を基準に考えると
何が言いたいか理解できたそうです。
凡人には理解できない朝令暮改も、実は本人にしてみれば一貫した発言で
はないのかと思います。
根本になにがあるかを理解できることが大切なのではないでしょうか。
だからきっと、田口先生の言うことも我々に理解できるはずではないでしょう
か。

279．無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人

日付：7月15日(月) 11時41分

皆さん 毎日暑いですね。夏だから当たり前ですね。
昔，松下幸之助社主が社員に対して「無駄なファイルを整理せよ」と言っても誰も
捨てないのです。そこで,会議室の机の上に全部出させてファイル棚を空にさせた
のです。その後で，「必要なファイルが要る人は私の許可を得て持ち出すこと」とし
たのです。
品質工学を普及させようと考えたらこのような方法はいかがなものでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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281．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：はせべ 日付：7月15日(月) 12時44分
Kazzさん
面白い話ですね。①人間は保守的だから現状を変えたくないからか、②仕
事量の少ない方を選ぶからか、③権力に弱いからかなど、どの立場が本質
的ですかね。
③だとすると結果はうまく行かないでしょう、②だとすると本質を理解してい
ないので、やはりうまく行かない可能性大、①だと管理の流れが変わればう
まく行くかも。
どれだとしても、要は｢気づき｣があるかどうかですよね。無理に水を飲ませ
ようとしてものどが渇いてないと飲まない。
幸之助さんの例では、一回目はファイルが激減したが、その後はどうなった
のですか。少ないまま維持したのか、また増えたのか、教えてください。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
285．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Yoshi 日付：7月15日(月) 16時27分
無駄なもの＝ＳＮ比の小さいもの、ですよね。
品質工学の考え方からするとシステムは複雑な方が良いから
無駄なものもたくさん必要では？
オフィスの機能＝新アイデア考案
制御因子＝各分野の資料
いかがですか？
（僕も無駄なものは無い方が良いと思いますが、それだとシステムが単純
化してしまう。）
ところで、品質工学を普及させようとしたら。品質工学以外の方法を使用禁
止にすれば良いと思うのですが、それではシステムは複雑な方が良いとい
う考えと矛盾するようで・・・・・だれかスッキリ回答お願いします。
286．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人 日付：7月15日(月) 18時36分
はせべさん,Yoshiさん
レスポンスありがとう。その後はどうなったか調べていません。
ここで申し上げたかったのは，ものの見方を変えれば「成らないものも成る
ようになる」と言うことです。品質工学が普及しないと嘆く前に視点を変えな
さい。と言うことですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
290．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人 日付：7月16日(火) 10時9分
Yoshiさん こんにちは
無駄なものの定義が明確でないですね。
>無駄なもの＝ＳＮ比の小さいもの
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「無駄なもの＝生産性が悪いもの」と言うのであれば,これでも良いのです
が，パラメータ設計におけるシステムが複雑でなければ改善できないと言う
こととは関係ありません。従来型の試験や試作などは無駄だと言っている
のです。下流で役立たない研究も設計も無駄なのです。製造やお客が喜び
地球環境を考えた研究や設計であることが望ましいのです。それ以外の仕
事は無駄だと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
291．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人 日付：7月16日(火) 10時20分
Yoshiさん 続きです。
機能性の評価は簡単なテストピースを使い,システムは複雑でなければ駄
目だと言うのは矛盾しないのです。評価をすることと改善することは立場が
違いますから，評価をするときにはお客の立場であれば信号もノイズもでき
るだけ簡単でよいのですが，パラメータ設計で改善するときには非線形効
果を利用するわけですから，たくさんの制御因子を使って非線形効果を出
すことが大切になるわけです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
292．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Jajan 日付：7月16日(火) 10時22分
ALL>
暑いですね。
無駄なものとは価値のないもの。
価値のないものにエネルギを使うのも無駄。
無駄連鎖を打ち切るには，
価値あることとそうでない事を明確にし，
それを常々態度と行動とで示して行くことが重要と感じました。
「何を普及するにしても，それが人のためなら命がけ。」という
松下幸之助さんくらいの哲学が必要なのでしょうね。
すなわち，個人の利得のレベルをはるかに超えて
「品質工学をなぜ普及させたいのか！」
に，延々と答えられる自己の確立・・・。
294．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人 日付：7月16日(火) 10時29分
Yoshiさん 続続です。
品質工学では，社会的生産性を問題にしますから，品質損失(消費者損失）
とコスト(生産者損失）の総和で判断します。システムが複雑で多少のコスト
アップになっても，品質損失を改善して社会的生産性が高まればそのほう
が良いわけです。部分最適でなく全体最適が大切ですね。
デンマークでは消費税が２５％ですが,大学まで無料ですし，60歳以後はす
べて政府が負担してくれるのですから,全体最適を考えているわけです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
296．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Kazz@管理人 日付：7月16日(火) 10時46分
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All>
松下幸之助がその後どうしたかが抜けていましたが，1ヶ月経ってから机の
上に残っていたファイルは処分したそうです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
298．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：Yoshi 日付：7月16日(火) 15時26分
つまり、品質工学的にはそのファイルが無駄なものかそうでないものかを考
えて処分する必要があるのですね。松下幸之助さんは、そうして議論され
なかったファイルを処分したということですか。
無駄なファイルの話から、デンマークの福祉行政にまで話題が広がるのも
品質工学ならではだと思います。
300．Re: 無駄なものを整理するやり方
名前：はせべ 日付：7月16日(火) 17時31分
Kazz先生の以下の言葉はわかります。私は、やり方によっては視点が変わ
ってないことになるのではと言いたかったのです。TOP方針でやると体裁だ
けで終わってしまうこともママあるので･･･。
>ここで申し上げたかったのは，ものの見方を変えれば「成らないものも成る
ようになる」と言うことです。品質工学が普及しないと嘆く前に視点を変えな
さい。と言うことですね。
普及のことを考えると、受け入れ側の「のどの渇き具合」が重要ですよね。
それをどうやって気づかせるか。そこに視点を変えたやり方でヒットすれば
いいのですがね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/

275．品質工学で新技術に挑戦
名前：Tetsu

日付：7月13日(土) 22時7分

皆様
本来の業務とは別に新しいｱｲﾃﾞｱとか他社の気になる技術に挑戦なんてできない
のが実態ですね。新規技術へのﾁｬﾚﾝｼﾞは失敗することの方が多いもの。あえて
挑戦するよりも少しでも実績のある方向に向かう方が当面は安全です。しかしこ
れからの日本、それでは先がないと思うのです。
そこで提案。品質工学で新技術にﾁｬﾚﾝｼﾞはどうでしょうか。1年とか2年もやって駄
目でしたでは許されないでしょうが年間1ヶ月位は好きなﾃｰﾏを選択、あるいは考
案して品質工学で短期間に最適化と評価をしてしまうのはどうでしょうか。本来の
業務も品質工学で効率化すれば余裕が出来るはずですから十分可能のはずで
す。3Mの15%自由時間ﾙｰﾙに近い発想です。
技術者の創造性を活かすために品質工学を積極的に利用した経営戦略があって
も良いのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200207.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

28/58 ページ

276．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：Kazz@管理人 日付：7月13日(土) 23時11分
Tetsuさん
企業の中でこのようなことが許されるなら大いにやるべきですね。
そのための前提条件は。高齢化や情報化や環境問題などのテーマの選択
から始まって,それらを実現するシステムの創造がたくさんできればの話で
す。企業で困っているのはここで躓いて先に進めないところが多いのです。
ここでは個有技術（ＡＲＴ）が問題になるのです。最近はTRIZなどが補助的
には使えますが結局は個人の能力が必要です。この問題さえ解決できれ
ば後は機能性の評価と改善でたくさんのアイディアを処理できるはずです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
283．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：はせべ 日付：7月15日(月) 12時52分
Tetsuさん
以下の問題提起には賛成です。
> 技術者の創造性を活かすために品質工学を積極的に利用した経営戦略
があっても良いのではないかと思うのですがいかがでしょうか。
しかし前半部の提案にはちょっと異論があります。Kazzさんも仰られている
ように、許されるなら良いですが、普通はかなり無理ですよね。やはり日常
の業務の中の問題に、品質工学を忍び込ませて行く、意識改革をするのが
本筋と思います。現実の課題に対して｢基本機能｣で解くことを常に主張して
行くとこだと思います。実際的な課題でないと結果を正しく評価してくれない
でしょう。そう思います。夢がない考え方ですかね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
284．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：Yoshi 日付：7月15日(月) 16時15分
品質工学を学んでから、色々なことについて非常によく考えるようになりま
した。なんでも「基本機能」を考えてしまう。
ふと机の上を見ると、「電話の基本機能って？」「マウスの基本機能って？」
「マウスマットの基本機能って？」
実際に、実験はしないものの、品質工学を使えばどんな商品の開発も担当
出来そうに思えてしまう。
新技術は、品質工学を適用することより、「考える」ことが大切ではないでし
ょうか？よく現代人は考えなくなってきていると言いますが、それが問題で
は。
今３Ｍのように１５％の時間を自分の好きに使って良いとされたら、それを
有効につかえる技術者はどのくらいいるのでしょうか？
287．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：やあまん 日付：7月15日(月) 18時56分
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>ここでは個有技術（ＡＲＴ）が問題になるのです。最近はTRIZなどが補助的
>には使えますが結局は個人の能力が必要です。この問題さえ解決できれ
ば
>後は機能性の評価と改善でたくさんのアイディアを処理できるはずです。
このことば最近、自分自身への反省です。品質工学を勉強いるというか、
かじっている段階ではあたかも何でも解決できるのでは？と錯覚するので
すが、いざ事例のこととなると、やっぱり固有技術の問題と計測技術の問
題にぶつかります。（計測技術も固有技術ですね。）
でも、「個人の能力」といってしまうと正直な所、何か絶望的な気分になって
しまいます。それならもっと適切な職業でも見つければいいのですが、やっ
ぱり今の立場上そんなことも言ってられないし・・・。
（すみません、愚痴っぽくって。）
実際、誰でも「考えている」はずなのですが、その実はちっとも「考え抜くこと
ができない」のが現状かも知れません。これは森氏（元京大教授）が書いて
いましたが、問題を頭の中に飼っておく能力が落ちているとのことです。い
いかえれば問題を抱えることに耐えられないというわけです。すぐ結論を求
めてしまうのと同義なわけですね。一瞬は考えるのですが、それで終わりに
なってしまうわけです。
これだけ現代で何もかもあると結果として思考の邪魔ばっかりになってしま
っているようで、段々、システムを考えること自体があほらしく感じられてし
まうのかも知れません。（本当はまだまだ足りないのですが。）
288．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：Kazz@管理人 日付：7月15日(月) 19時36分
やあまんさん
>問題を頭の中に飼っておく能力が落ちているとのことです。いいかえ
>れば問題を抱えることに耐えられないというわけです。すぐ結論を求
>めてしまうのと同義なわけですね。一瞬は考えるのですが、それで終
>わりになってしまうわけです。
大変面白い話ですね。人間は子供の時には「なぜなぜ」を繰り返していた
のに,大人になると面倒になるのか当たり前と考えるのか，問題があるのに
問題を考えようとしなくなるのですね。
私も講義の後で，何か問題はないのか。と聞いても「問題はない」という答
しか返ってこないときには寂しい限りです。
私は毎日下手な絵を描くのですが上手く描けないで困っているのです。
思うように描けたときの喜びは格別です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
289．Re: 品質工学で新技術に挑戦
名前：Tetsu 日付：7月15日(月) 23時0分
ｼｽﾃﾑ変更ができないのは技術者の能力の問題もあるでしょうがその前に
過去への拘りとか失敗を許されない雰囲気等の次元の違う問題も存在して
います。
最適化しても駄目なｹｰｽがあります。そのときにｼｽﾃﾑ変更を手段として採
用できる柔軟性のある組織にするために品質工学が有効利用できるので
はないかと考えています。
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分野によって状況は異なるとは思いますがﾘｽｸの少ない技術では生き残れ
なくなっています。他社とは違う何かに挑戦しないと先がないのです。こうな
ってくると技術者のｱｲﾃﾞｱが全てです。この状況の変化に組織が適合して
いないのも問題です。

269．標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Kazz@管理人

日付：7月12日(金) 23時35分

今日は関西,滋賀,京都のＱＥ合同研究会が滋賀工業技術センターで開催され6テ
ーマの発表がありました。地方の研究会が切磋琢磨することは大変良いことだと
思います。今日の発表で気になったことは，どのテーマも標準ＳＮ比を使っている
のですが，理想機能の定義が不十分の状態で解析だけを標準ＳＮ比でやってい
ることです。最近，このような傾向が目立つのです。大切なことは目的機能やそれ
を満足する基本機能を考えることです。標準ＳＮ比は利得の再現性を高めるため
であって本末転倒な研究は慎むべきだと思いますがいかがでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
271．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Tetsu 日付：7月13日(土) 1時7分
Kazz先生
標準SN比は品質工学の適用場面を広げてくれたと思いますが、これで全
て解決ではなく課題もあると認識しています。議論を深めるためにも従来
SN比との比較評価等、多面的な見方が必要な段階ではないでしょうか。
273．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Kazz@管理人 日付：7月13日(土) 9時34分
Tetsuさん おはようございます。
私が申し上げているのは「標準ＳＮ比」に問題ありと意見を言っているので
はないのです。
もっと大切なことは,機能も碌に明確でないのに(技術の本質を理解していな
い）,データが出たら標準ＳＮ比を使って解析している事です。このような傾
向は今までもあったのですが，新しいことに挑戦することは結構ですが，本
質的な部分を忘れて欲しくないのです。そこで，一言苦言を申し上げたまで
です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
282．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：いしの 日付：7月15日(月) 12時47分
本当にkazz先生の仰られると通り、単純な「産めよ、増やせよ」的
な発想ではダメだと思っています。
私もそうですが人間とは、何故、都合の良いような解釈をし、分か
った様な顔をし、楽な方向に行くのでしょうね。
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293．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Jajan 日付：7月16日(火) 10時29分
KaZZ先生
基本機能は何かを徹底的に考える癖を身に付けたいですね。
きっとこの力がUPすると，エネルギ変換にしても，
転写性にしても，ちょっとした「な～んや」というような
制御因子を考えられるようになりたいですね。
本質を見抜く力。これを極めてゆくことが品質工学をするというもうひとつの
意味ではないかと思っています。
P.S.
基本機能を考えるところのセンスと
そのあとのセンスは両立するかという問題もあります。
右脳と左脳です。
297．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Kazz@管理人 日付：7月16日(火) 11時9分
Janjanさん 皆さん発言が多くて大変でしょう。仕事の合間に投稿している
のですか。ほどほどにしてください。
右脳と左脳が互いに補完して仕事が進められたら最高ですね。テーマの選
択やシステム設計では右脳の活躍が期待されますが，システムの評価の
段階では両者の共同作業が必要になりますね。
私は絵を描きますが，対象を選ぶときには右脳で判断しますが，いざスケッ
チブックに向かったときには，対象の範囲や何を描くかを明確にしてデッサ
ンします。ここはシンセサスの段階です。細部を描くときには詳細設計です
からあまり考えることはせず左脳が働いています。彩色は交互作用の産物
ですから，過去の経験が活きてくる段階で固有技術の世界です。もっとも大
切にしているのは「対象の気を掴む」ことですから現場で描くことが大切な
のです。このように考えてくると右脳と左脳のどちらが欠けても満足できる
絵は描けませんね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
311．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Jajan 日付：7月18日(木) 17時52分
KaZZ先生
活発な掲示板になってきましたね。
これを再整理するだけで一冊の本が出来るくらいになりましたね。
私にとっては，自分の考えを整理する重要な日課ですのでご心配なく。
（一日３回見て，変化を追いかけてゆくと充分短時間で参加できます。
ただし，ため込んじゃうと大変ですが・・・）
314．Re: 標準ＳＮ比の前に「機能は何か」を明確に
名前：Kazz@管理人 日付：7月18日(木) 22時37分
Janjanさん こんばんは。
>活発な掲示板になってきましたね。
これを再整理するだけで一冊の本が出来るくらいになりましたね。
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そうしたいんです。4月から初めて毎月バックアップをとっていますので,再編
集すれば世の中にはない素晴らしい内容の本になると思います。あまり分
量が多くならないうちに一度整理して見たいと思いますので皆さんのご協
力をお願いします。
http://homepage2.nifty.com/khara/

259．新技術開発について
名前：Tetsu

日付：7月11日(木) 22時13分

皆様
これからの日本企業の生き残りのためには高付加価値の新規事業にｼﾌﾄするし
かないとよく言われますが、実際の開発現場で新しいｱｲﾃﾞｱを考えたり挑戦する
自由はありますか？ あるいは提案を受け入れてくれますか？
262．Re: 新技術開発について
名前：Kazz@管理人 日付：7月11日(木) 23時25分
Tetsuさん こんばんは。
企業が新規事業を展開するのは既存の事業が成熟して人が余ったからや
る場合が多いのですが，単なる余剰人員対策にやっても成功はしないでし
ょう。どうでもよい人材を配置してもろくな結果は得られないですね。シャー
プが行った「緊急プロジェクト制度（金バッチ方式」は本当に優秀な人間を
集めて社長直属のチームを組んで事業部長以上の権限を与えて成果を出
させた好例ですが,その中から生まれた商品では電子手帳や液晶などの会
社の柱に育った商品がたくさんありますね。3年後に10億円以上の事業に
なることが条件のようでした。最近はマンネリになって画期的なものが出て
いないようですが。
http://homepage2.nifty.com/khara/
264．Re: 新技術開発について
名前：Yoshi 日付：7月12日(金) 9時21分
会社が提案を受け入れてくれるかと言うと。
「提案は受け付けてくれるけど、受け付けるだけ」
というのが現状ではないでしょうか。
結局、新規事業を考えるのは、数人の新規事業企画室だったりします。
かっての上司で「残業時間は自分のために使え」といつも言っていた人もい
ましたが、それでも提案を受け付けてくれるのは、飲み会の席だったり、出
張の電車の中だったりしました。
会社は「考えない人はいらない」と言いますが「自ら考える人には冷たいよ
うに思います。「考えろ」と言ったときに考えることを要求されているように思
います。
266．Re: 新技術開発について
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名前：Jajan 日付：7月12日(金) 11時35分
Tetsu-san, こんにちは。
新しいアイデアを考える時間がない（KaZZ先生だったら考える気がないんじ
ゃそれは！！と一喝されそう。），
新しいアイデアを考える自由はあっても，突然切り出しても，
なかなかやらせてもらえない，というのが現状ではないでしょうか？
一日ひとつでも新しいアイデアをひらめいたらメモしておいて，
新規プロジェクトの際にうまいこと実現するというのが常套手段かな？

252．柔らかい頭
名前：Jajan

日付：7月10日(水) 17時51分

皆様。
QEを進めるにあたり，システム設計，理想機能定義，各因子設定等，
柔らかい頭が必要不可欠だと思います。
自分の担当部品や工程の機能に凝り固まった頭からは，なかなか鋭いセンスは
出にくいと思います。
柔らかい頭の持ち主は一体どんな視点で情報を収集し，格納するのか？
また，頭を柔らかくするにはどんな行動が有効なのか非常に興味を持っていま
す。
色々意見をいただけると幸甚です。
253．Re: 柔らかい頭
名前：Kazz@管理人 日付：7月10日(水) 22時46分
Janjanさん こんばんは。
ヒントになるかどうか分かりませんが，我々が「もみもみ」というマッサージ
椅子や肩たたき機を開発したとき「Ｓ－Ｈ変換」という手法を開発しました。
今から考えると品質工学と同じようなことをやっていたのですが，残念なこ
とに当時はＳＮ比という概念がなかったために，システム設計止まりで，商
品化は固有技術で何とかものにしていたのです。
この手法は当時は大変評価されてデミング賞を取得する目玉になったもの
です。日科技連から出た「ＱＣ的ものの見方･考え方」の95ページにあります
が，このホームページの中の「肩たたき機」の事例がその流れを踏んで発
展させたものです。Ｓ－Ｈ変換のステップはＳ0(ニーズ)－Ｓ(機能)－Ｓ'(目標
性能)－Ｈ'(特性)－Ｈ(技術開発課題）の５段階を「機能分析」から入って「タ
ーゲットの設定」へ展開して「特長となる特性」を見つけて「技術手段の考
案」で終わっていました。これを発展させたのがＨＰにある「肩たたき機」の
開発です。
いずれにしても，新技術や新商品を開発するときには「お客の声」を「機能」
にブレークダウンする作業がキーになると思います。これは日頃から「何で
も機能で考える」癖付けが必要ですね。私の経験では歯車でもベルトでもカ
ムでも「機械要素の働き」を考えていました。マックスウェルの方程式は機
械系でも電気系でも電磁系でも熱系でも同じ要素で考えられますから，新
しいシステムを考えるときには便利でした。
http://homepage2.nifty.com/khara/
254．Re: 柔らかい頭
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名前：Jajan 日付：7月11日(木) 17時37分
KaZZ先生
いつもありがとうございます。
S-Hのお話非常にためになりました。早速，使ってみます。
＞日頃から「何でも機能で考える」癖付けが必要ですね。
きっとこんな日々の習慣の積み重ねが重要になるのでしょうね。
目が肥えている／目を肥やすこういう問題意識が潜在的にないと
いかんということですね。
「何でも楽すること考える」じゃやっぱだめか・・・
255．Re: 柔らかい頭
名前：Kazz@管理人 日付：7月11日(木) 19時4分
Janjanさん
「S-H変換」は1953年ごろの話ですが，全く新しい商品をやるときには機能
から考えるしかないのです。日本型商品は物まね商品が多いですから品質
特性から出発するのです。欧米では新しい発明などすることが普通ですか
ら，最初からモノは存在しないのです。だから,機能のことが彼らには理解で
きるのです。
「もみもみ」でも最初は「プロのもみ味」という機能性しかなかったのですか
ら，機能を「何で測るか」というところから出発したのです。最終的には，楕
円歯車が最適な手段であることに決まったのです。現在不況の中でこのマ
ッサージ椅子が売り上げを稼いでいるのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
256．Re: 柔らかい頭
名前：Kazz@管理人 日付：7月11日(木) 20時16分
今日は私の居た会社に行ってきたのですが驚くことばかりでした。
Janjanさんの話に共通するのですが，新しくシステムを考えることが苦手な
技術者が増えているということです。品質工学で機能性設計の重要性を議
論していますが，そんなレベルではないというのです。
このことは教育にも大いに問題があるのですね。大学時代に実験もやった
ことがなければ,前提になる製図も設計もやったことがないのが入社してくる
らしいですね。コンピュータしか触ったことがないというんです。私は入社し
た4月にＰＡＴを出願しましたが，そんな若者が今いるんでしょうか。恐ろしい
話ですがこれが現実です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
257．Re: 柔らかい頭
名前：Tetsu 日付：7月11日(木) 21時54分
特に巨大組織でその傾向が強いですね。技術が完成していて売上規模が
数千億円とかになると業務が細かく分断されてｻﾌﾞｼｽﾃﾑのそのまたｻﾌﾞｼｽ
ﾃﾑ担当みたいな技術者が多数います。ﾍﾞﾃﾗﾝでも全体像が見えないことが
あるのですから入社数年の新人では自ら歯車になってしまうのも仕方のな
いことかもしれません。
ｼｽﾃﾑ全体の編集設計担当部門のようなところから各ｻﾌﾞｼｽﾃﾑの目標仕様
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が下りてきて下部組織では指示された目標値への合わせこみに走る。将来
が心配です。幸い私の場合は新規事業分野で小さな組織が長かったこと
が良かったのかもしれません。
258．Re: 柔らかい頭
名前：mizgi 日付：7月11日(木) 21時58分
コンピュータしか触ったことがない，という若者！
たびたび小学生の話題を出して恐縮ですが・・・・。
小学校でもコンピュータ教育が始まっています。
息子も調べものにインターネットを活用していますが，何でもかんでもインタ
ーネットで調べているので『たまには図書館に行って来い！』と言いたくなり
ます。
学校でもＩＴ教育などと称して『ネットサーフィン』をちょっとやってお仕舞い，
というのが実体の様子。
そんなものはそのうち『教えなくても覚える』のだろうと感じます。
以前に『理科系の学生のレベルが落ちている背景にはパソコンの普及が関
係しているように思えてならない。』とある大学の先生が仰っていたのを記
憶しています。
逆に去年入社したウチの新人君は『パソコン触るの初めてです！』と感動し
ながら操作を教わっていました。
今日ＱＣサークルの発表会があったのですが，その中に『柔らか頭のすす
め』というのがありました。
ある絵（非常に単純なもの）をみて『何に見えるか，思いつくままになるべく
多くあげよ』というクイズが有効である，としてそのセクションで随時行って
いると言っていました（あまりＱＣ手法に則ってはいなかったようです
が・・・）。
自分自身は『あるキーワード』に対して連想されることを徒然なるままに書
き並べる，ということをやっています。効果の程は・・・？・・ですが。
265．Re: 柔らかい頭
名前：Jajan 日付：7月12日(金) 11時30分
KaZZ先生
ありがとうございます。
「機能性から考える」肝に銘じます。
そのためにも，多くのものに現場でじかに触れ
時には自分で作れるようなそんな環境が必要なのでしょうね。
バーチャルの絵と絵筆の絵ではまったく使う頭が違いますし，
実際の行動なら，何気なくにじんだ水性ボールペンの色が妙にきれいだっ
たとかという，
「あら？」という突然の変化に遭遇し，
新しい考え方が浮かんできたりしますよね。

250．「21世紀型パラメータ設計について」の訂正
名前：Kazz@管理人

日付：7月8日(月) 22時48分

首題の件 計算式が間違っていましたので訂正します。
STの自由度を１５から１０に訂正したため，Se，Ve，SN，VN，ＳＮ比のデータを訂
正しました。申し訳ありませんでした。
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249．ものづくりの救世主 品質工学
名前：Yoshi

日付：7月8日(月) 15時6分

以前、Kazz先生が紹介された日刊工業新聞の記事「ものづくりと品質工学」をうち
の部長に紹介しました。
とりあえず第１声は「みんなに紹介しておいて」でした。
さらに上にまわしてくれるようにお願いしておきましたが今後どうなるでしょう皆さ
んご期待下さい。
251．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：Jajan 日付：7月9日(火) 17時48分
Yoshi-San こんにちは。
上下の反応が楽しみですね。
是非ともいろんな反応をUPしてくださいませ。
P.S.
会社として品質管理や品質／技術開発教育担当をされている部署が
おありなのでしょうか?
263．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：Yoshi 日付：7月12日(金) 9時9分
Jajan様＞
残念ながら、会社としての品質管理や、技術教育を行う部署は弊社にはあ
りません。そのような部署をつくろうとの構想はあるようですが、直接利益に
結びつかないため不要論が大きく実現しないというのが現状です。
274．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月13日(土) 11時13分
Yoshiさん こんにちは。
本社スタッフとしての教育機関や品質管理などの部署はない方がよいので
す。そのことが目的になってしまって生産性ではないのです。
管理技術や技術教育は事業担当部署で必要に応じてやればよいことで
す。これが自論でして私が本社の品質センターにいたときに,90名を1/10以
下にすることを提案したことがあるのです。実際にはならなかったのです
が，本来の「目的機能」を果たさない部署は無駄なのです。本社のスリム化
が最も望まれますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
277．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：はせべ 日付：7月15日(月) 10時51分
K先生の以下の言葉には大賛成です。
本社スタッフとしての教育機関や品質管理などの部署はない方がよいので
す。そのことが目的になってしまって生産性ではないのです。
わが社もまさに指摘されている状態にあります。もう２０年近くも品質工学を

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200207.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

37/58 ページ

導入しているはずなのに、目立った効果がないのはまさに｢教育｣に逃げ込
んでいるからだと思います。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
278．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月15日(月) 11時8分
はせべさん こんにちは
>わが社もまさに指摘されている状態にあります。もう２０年近くも品質工学
を導入しているはずなのに、目立った効果がないのはまさに｢教育｣に逃げ
込んでいるからだと思います。
一度組織を作ると，組織のために仕事をすることが中心になるのです。
組織をぶち壊したらどうなるかを考えたら不要という結論になることが多い
のです。
一応，組織があるのは認めるとして，組織の中の生産性を考えたやり方に
変革することはできると思います。すべて責任者の問題です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
280．Re: ものづくりの救世主 品質工学
名前：はせべ 日付：7月15日(月) 12時32分
Kazzさん
毎月前半は忙しくて、ゆっくりＨＰを見ていません。今週あたりから少し時間
が出来ますので、また書き込みます。
適材適所でなく、適所適材であると言われます。人に合わせた組織を作る
のでなく、組織の機能を明確にする所から始まるのですね。一度出来た組
織は防衛本能を持ちますから厄介です。
しかしKazzさんの掲示板は活発ですね、感心します。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
326．Re: ものづくりの救世主 品質工学 その後
名前：名前：Yoshi 日付：7月18日(木) 15時7分 日付：7月19日(金) 16時44
分
先日の日刊工業の記事「ものづくりの救世主 品質工学」をさらに技術担当
のトップに見せました。
反応は、「うちは品質工学を熱心にやっているよ」という発言でした。
たしかに一部の部署では品質工学に取り組んでいるところもありますが全
体では？？という状況なのに、ある部署が大々的にアピールするとトップと
しては「我々は出来ている」と思ってしまうのも仕方がないかなと思いまし
た。
ある意味、トップは裸の王様になっていると思います。
私が社内の品質工学の推進を部長からやらされているものトップは全然知
らないようで、私に「品質工学とは」と講義までしてくれました。
問題は、中間層にありそうです。品質工学を推進したいとか以前に、中間
層の役割があいまいになって、責任逃れが起きているのではないでしょう
か？
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238．基本機能のエネルギー変換について
名前：いしだ

日付：7月8日(月) 9時40分

基本機能について教えていただけないでしょうか。いしのさんからこのサイトを紹
介していただきました。
１．信号因子にエネルギーをとった時なぜルートをとるのでしょうか？とらずに計算
しても結果（要因効果図）はかわりませんでし
た。利得のみ違いがでました。これはどう解釈すればよいのでしょうか？
２．信号がエネルギーの時仮にルートをとったとして、特性値も必ずルートをとるの
でしょうか。矢野先生の品質工学計算法入門で
は、累積消費電力のルートを取ったのが時間のルートに比例するとした基本機能
の式が書かれておりましたが、時間も自動的にルー
トをとるのか、時間もエネルギーと考えるのかよくわかりません。
３．信号としてのエネルギーと特性値としてのエネルギーの間に比例関係が成り
立つと考えるのが基本と思いますが、その両方（あ
るいは片方のみの時もあり）のルートをとった値で比例関係が成り立つと基本機
能を考えるのでしょうか。片方のみルートをとった
場合は直線関係が成り立たないと思うのですが。よくわかりません。
４．データを２乗してエネルギーと考えることと、実際の例えば電力や運動エネル
ギー等のエネルギーのディメンションと、ただデ
ータを２乗したからこれは全部エネルギーなんだという考えのギャップがあってス
ッキリしません。
エネルギーのままだと、有効除数だとか線形式等計算する上で２乗すると４乗の
ような形になるからまずいのでしょうか。
ながながと勝手な質問をいたしましたが、是非教えていただければ幸いです。
242．Re: 基本機能のエネルギー変換について
名前：ワッチー 日付：7月8日(月) 11時29分
もともと、田口先生の考えのなかに２乗の世界感？があるようです。２乗和
の分解はありますが、４乗和の分解はありません。SN比がLogの１０倍とな
っているものパワー（エネルギー）を真数にとっているからです。騒音の程
度を表すのにもデシベルを使っていますが、音圧でデシベル表示するとき
はLogの２０倍ですが、音響パワーの場合はLogの１０倍です。つまり、音圧
の比は２乗して、音響パワーの比はそのまま対数を取り１０倍したのがデシ
ベルです。品質工学のSN比が対数の１０倍となっているのは、真数がパワ
ー（エネルギー）の比になっているからです。
前置きが長くなりましたが、SN比を計算するとき、SignalもNoiseも２乗和の
分解を行っています。ですから、もともとパワー（エネルギー）を信号なり、
出力にとった場合は一度ルートをとってから改めて２乗和の分解を行うわけ
です。では、信号と出力のどちらかだけがパワー（エネルギー）のときはどう
するか？ですが、エネルギーと比例関係にあるのが、ルートを取ったもの
か否かで、ご自由に決めれば良いと思います。決めた結果はSN比の再現
性でチェックされます。また、標準SN比を使うとゼロ点比例にこだわらなくて
済みますので、困ったときは標準SN比に神頼みするという手もあるかも？
でも基本は２乗の世界であるということをお忘れなく。
243．Re: 基本機能のエネルギー変換について
名前：Kazz@管理人 日付：7月8日(月) 11時31分
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> 基本機能について教えていただけないでしょうか。いしのさんからこのサ
イトを紹介していただきました。
ktateさんのＨＰで見ました。
> １．信号因子にエネルギーをとった時なぜルートをとるのでしょうか？とら
ずに計算しても結果（要因効果図）はかわりませんでし
> た。利得のみ違いがでました。これはどう解釈すればよいのでしょうか？
基本機能の場合は,信号と出力の関係は両者ともエネルギーに比例するも
ので定義します。したがって,両者ともエネルギーかエネルギーの平方根を
とります。計算上はエネルギーでも構わないのですが，利得の再現性で問
題が起こる場合があるのです。変動和の計算がデータの2乗ですから,デー
タがエネルギーの場合には4乗の和の計算になってしまうのです。ご存知
のように直流成分と交流成分の仕事量の和が全体の全体の電力の仕事
量になると同じように,有効成分と無効成分の全2乗和が全出力になります
ね。
> ２．信号がエネルギーの時仮にルートをとったとして、特性値も必ずルー
トをとるのでしょうか。
その通りです。当然両者が比例関係である必要がありますから，片方の平
方根をとれば,もう一方も平方根をとることになります。
矢野先生の品質工学計算法入門で
> は、累積消費電力のルートを取ったのが時間のルートに比例するとした
基本機能の式が書かれておりましたが、時間も自動的にルートをとるの
か、時間もエネルギーと考えるのかよくわかりません。
この例では累積消費電力（エネルギー）が時間と比例関係があるからで
す。この場合には,時間はエネルギーそのものではなく，βＴがエネルギー
に比例しているからです。βＴの平方根をとったのであって，時間だけの平
方根をとったものではないのです。当然比例定数βも変わります。
> ３．信号としてのエネルギーと特性値としてのエネルギーの間に比例関係
が成り立つと考えるのが基本と思いますが、その両方（あるいは片方のみ
の時もあり）のルートをとった値で比例関係が成り立つと基本機能を考える
のでしょうか。片方のみルートをとった場合は直線関係が成り立たないと思
うのですが。よくわかりません。
Ｖ＝ＩＲの場合，両方にＩを掛けるとＶI＝I^2Ｒとなりますから,ＶもＩもエネルギ
ーに比例するものなのです。前者のオームの法則ではＶ＝ｙ,Ｉ＝Ｍ,Ｒ＝βで
理想機能を考えますが，後者では両者ともエネルギーそのものですから平
方根をとったものを理想機能と定義します。技術者が何を測って問題解決
するかが重要になってきます。因みに，後者の場合，ＶＩの平方根＝ｙ,Ｉ＝
Ｍ，Ｒの平方根＝βとなりますから,抵抗値の平方根がβになるのです。
> ４．データを２乗してエネルギーと考えることと、実際の例えば電力や運動
エネルギー等のエネルギーのディメンションと、ただデータを２乗したからこ
れは全部エネルギーなんだという考えのギャップがあってスッキリしませ
ん。
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上の説明を見てください。品質工学では誤差のことを誤圧というくらいです
から，誤差の二乗である誤差分散（ばらつき）は無効なエネルギーと考えて
います。電流でいえば交流成分がこの誤差分散に相当するわけです。直流
成分が有効成分（比例項の変動）に相当するわけです。
>エネルギーのままだと、有効除数だとか線形式等計算する上で２乗すると
４乗のような形になるからまずいのでしょうか。
これらのことも関係して，利得の再現性に問題が起こるのだと思います。
245．Re: 基本機能のエネルギー変換について
名前：Yoshi 日付：7月8日(月) 11時59分
基本機能の式の取り方はある意味「何でも良い」がその取り方がエネルギ
ーの入出力関係を適切にあらわすものでないと、「利得」の再現性が悪くな
る、このような考えてよろしいのでしょうか？

235．田中知事の不信任と品質工学
名前：Kazz@管理人

日付：7月7日(日) 12時58分

昨日行われた長野県議会の田中知事不信任案可決のニュースは大袈裟にいえ
ば小泉内閣にも通ずることです。改革というのは口では簡単に言いますが実行は
極めて難しいということです。私は有言不実行の人間でY先生から批判されていま
すが，人間は事の良し悪しだけで判断しているのではなく，その人の人間性とか
人格とか相応しさとか感覚的なもので評価されていることが大半なんですね。品
質工学だって大概の方は素晴らしい考え方だといいますが，いざ実行に移すとな
ると従来の壁にぶち当たって進まなくなるのです。私の現役時代やＦＱＣの会議室
でもそうでしたが，品質工学は間違っていないけれど従来の科学的な思考や統計
的な考え方を重視する方にとっては入りにくい存在になっているのです。
そこで,大切なことは普及する人の人間性が問題になるのです。相手の立場や考
え方も一理があると認めた上で説得することが大切なんですが，つい自分の支持
する考え方を強く主張すると抵抗勢力に遭うということです。自分を磨くかそれが
できなければ,何もせずいるしかないのです。さてさて貴方方はどうされますか。
236．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：Tetsu 日付：7月7日(日) 23時28分
Kazz先生
これは大変重たい問題です。品質工学に限らず新規事業の提案でも同じ
で従来のやり方、考え方とは違う提案はまずは否定されます。従来方法で
表面上でも順調に行っているのであれば下からの新しい提案は間違いなく
潰されるのではないでしょうか。これは大企業組織の力学であって人間性
ではどうにもならないい部分があると思います。
経営ﾄｯﾌﾟが平時から危機を予測して対処するのが理想でしょうが、どうにも
ならない状況まで追い込まれ、ﾘｽﾄﾗをしても根本解決にはならないと悟っ
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たところで漸く新しい展開に進むことができるのかもしれません。
しかしそれまで黙って待ているのではなく言うべきことは言った方が良いと
私は考えています。もちろん完全に潰されてはお終いですから注意は必要
でしょうが。
240．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：mizgi 日付：7月8日(月) 10時56分
かつて上司に『品質工学』の話しをしたのですが，『統計屋さん』を盾にして
跳ね返されてしまいました。
しかし普段から対立している上司，というわけではなく認めてくれるところは
ハッキリと認めてくれる人なので『恨み辛み』のようなものはないのです
が・・・。
ある時，私の先輩にその上司がこう言ったそうです。
『あいつは何事にも一生懸命なんだよなあ。だけどあいつの言っているこ
と，やっていることに時々周りがついていけないことがある。それにあいつ
は感情が表に出るタイプだから周りがビビッちゃって，よけいに敬遠される
ことがあるんだよ。もったいないよなあ。もうひと皮むけてくれるといいんだ
けれど。』
それを聞いた私は『正しいことは正しい』という姿勢だけではなかなか周り
が受け入れてくれないのだな，と改めて気付きました。一生懸命だけでは
解決できないものがあるのだ，ということも。
後輩に『常識』という言葉をよく使う者が居ます。
彼は頭の回転も速いし，言っている事はいちいちもっともな事が多いのです
が，普段の勤務態度等から能力を発揮したくても『周りがさせてくれない』状
況にあるようです。
フレックス勤務であることをいいことに周りが９：００には仕事を始めていても
出勤してくるのは１０：００過ぎ。職場に来るなりまず『一服』。周囲の仕事の
仕方が気に入らない（または自身の機嫌が悪い）と『何でそんなやいｒかた
をするんだ？ もっと考えてやれよ！ 俺だったら～！』。
誰かが７：００ｐｍぐらいに退社しようとすると『なんだ，お前はもう帰るの
か！』（勤務時間だけ考えたら彼より仕事はしてるんですけど・・・）。
Kazz先生の言われる『人間性』とはかけ離れた事例かも知れませんが，け
っこうこんな日常の些細なことが周囲に『あいつの言うことなら』と思わせる
か，はたまた逆になるかを決定するように思えます。
大日如来に少しでも近づこう，と精進すれば上記のような行いは自重する
ようになるのでしょうね（もっともこれは宗旨によっても様々でしょうが）。
私の所属する会社自体は，言いたいことを言える雰囲気なので，やはり『周
囲に仲間をつくりつつ実績をあげていく』のが遠回りに見えてもいちばん早
いようです。この『仲間をつくる』というところで『人間性』がものを言うのでは
ないかと考えています。
244．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：Yoshi 日付：7月8日(月) 11時51分
「おまえの発想はすばらしいのだが、説明が難しくていかん」
成果を出しつつも、なかなか方法が認められない時に言われたことです、
品質工学を他人に説明するときに皆さん良く聞くせりふだと思います。
同様に田中知事も県議から「あなたの言っていることは理解できない」とさ
れてしまいました。世間的には田中知事の言うことは正しくても、現在の政
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治システムの枠組みでは県議の言うことが正しいのです。
品質工学もある枠組みでは正しくても、統計理論の社会からは１個しかサ
ンプルをとらないのはダメなのです。
「自分のことだけ考えない、つねに相手のことを考えること」これが基本だと
思います。会社の発展を考えているから、品質工学を薦めるし、毎日クレー
ムで残業している同僚のことを考えるからロバスト設計を薦めるということ
だと思います。
相手のことを考えているからこそ、自分を磨くことが出来ると思っています。
自分のことを考える人は何もしないのが一番だと思います。
247．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：Jajan 日付：7月8日(月) 13時30分
益々，東洋的な人格・志が２１世紀は必要になってくるのでしょうね.
先日，法事での説教にあった
布施
「布施というは貧らざるなり。我物に非ざれども布施を障えざる道理あり、其
物の軽きを嫌わず其功の実なるべきなり･･･但彼が報酬を貧らず、自らが
力を頒つなり」
愛語
「先ず慈愛の心を発し、顧愛の言語を施すなり・・・怨敵を降伏し、君子を和
睦ならしむること愛語を根本とするなり。面いて愛語を聞くは面を喜ばしめ、
心を楽しくす。面わずして愛語を聞くは肝に銘じ魂に銘ず。愛語よく廻天の
力あることを学すべきなり」
利行
「利益の善功を廻らすなり・・・愚人謂わくは利他を先とせば自らが利省れ
ぬべしと。爾には非ざるなり、利行は一法なり、普く自他を利するなり」
同事
「自にも不違なり、他にも不違なり・・・他をして自に同ぜしめて後に自をして
他に同ぜしむる道理あるべし。自他は時に随うて無窮なり。海の水を辞せ
ざるは同事なり。この故に能く水聚まりて海となるなり」
を，思い出させてもらいました。
260．長々と済みません。其の１
名前：若くないのに若大将 日付：7月11日(木) 22時27分
老害と言うものが有ります。ベテラン技術者が俺はこうしてきたのだから、
こうしなさい。まさにこれがそれです。その中には既得権益を守る気持ちが
あるでしょう。今の若いやつは歯車やラジコンではないので、言われたまま
動く様なことは無いです。今の若いやつはと言う前に、話を聞くことと、それ
を理解すること、そして知らぬ間に緩やかな線路に乗せて、元のコースに戻
せること。これが老害ではない大人の行動ではないでしょうか。
今の若い人（３０以前）はかなりドライです。しかし部課長（４０以降）は違い
ます。ここで問題が生まれます。今の若い人は自分が行うべき仕事如何に
楽をして効率良く行い、自分の時間を確保するのかと言うことには敏感で
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す。会社についても有る程度の能力を持つ若い人なら固執をしている人も
少ないです。私は良い傾向だと思っています。中国やアメリカの技術者など
と比べてもそうです。技術者は本来自由であるべきです。少なくとも日本人
として何をするか位で十分です。品質工学を活用すると言うことは、浪花節
の世界ではないと思っております。とても厳しい哲学と評価です。それを利
用して、自分の命題を如何に効率よく実施するのか？そこに有ると思いま
す。企業に於いては別に品質工学で無くても良いのです。しかし、それ以上
のものを私は知りません。だから使うのです。
フレックスもそうですが、若い人のフレックス意識は自己管理と言う定義に
なっています。（ここでも若い人とそうでない人との意識の差が軋轢となって
います）自分の仕事を自分の裁量範囲の時間内で行う。と言うのです。納
期までにきちんとした結果が一人でだせるのなら、それで良いのかと思い
ます。ただ、そこには他人は他人で自分は自分と言う割り切りが必要でしょ
う。他人が何時に帰ろうが気にしないのが、本来のフレックスを利用する者
のルールでしょう。その代わり出来ないときは寝食惜しんで仕事が出来な
ければ駄目です。（もちろん残業代なんて必要はありません）あの人がいる
かから帰らない。とか、部長がうるさいから早く来ようというのは、旧世代名
考えで、それを押しつけるべきではないと思っているのです。時間＝仕事と
言う考えがそもそもその業務の評価尺度ではなく。業績＝仕事となるべき
であります。品質工学は測るのが仕事ですが、自己の仕事管理にはそれ
が苦手なようであります。コンピテンシーで見る場合は、浪花節よりも機械
的な方が良い結果を出していると言うのもケースによっては聞いたことがあ
ります。
261．長々と済みません。其の２
名前：若くないのに若大将 日付：7月11日(木) 22時28分
田中知事と、県議会は単なる文明（文化）の違いです。今までの知事との違
いはメディアの利用が上手で、既得権益を持っていないと言う点です。県議
会はそうは言ってもこちらもきちんと選挙を経て出てきた人たちですから、
土建屋の親方でも、子分の飯の種のためがんばっているのです。経営者
の仕事は仕事を作ることですが、県議会の議員は仕事を作るために活動し
たのであって、其処には県民の云々と言う物はないのですが、その様な人
間を平気で選出するのはやはり同じ県民で有ります。これは田中真紀子
も、ムネオもそうですが、町内会、中小企業内の能力の人が、県政や国政
に出て来ているのであってそれを選び送り出している者の能力が低いと言
うだけだと思います。田中知事の場合は、上の者の説明義務（分かり易い
数字言葉）と代替え案の実効性の希薄さが結局説得力を持っていなかった
とも思えます。
個人戦と団体戦があると思います。もちろん仕事にもそれは有ります。フレ
ックスは個人戦の話。品質工学普及は団体戦の話。でも品質工学の実施
は団体戦だけではない。きちんと個人戦で戦える能力が必要です。その目
的は何か？それが大事であり、人間は全て刃物であります。会社が刺身の
盛り作れと言う指示ならば、柳刃包丁を使うだろうし、森から木を切り出し、
仏像を彫れと言うので有れば、斧、鋸、鉋、鑿等様々な道具が要ります。そ
の配置はその目的に合わせればいいのです。斧で刺身の盛りは作れない
し、逆もしかりです。合わない人間は使わなければよい。上手く使うのは巧
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みの技です。
普及するのが菩薩様（いい人）のような人でいいのか？と言うことになれ
ば、本当に品質工学は普及するのでしょうか？品質工学はやりたい人間だ
けがやればよい話で、そうでない人はやる必要は無いと思っています。た
だし評価する人間は、結果だけで評価をするべきであると思います。そうす
れば、必然的に大方のものは品質工学でなければ、良い評価を得られる
状況には無いと思います。開始は一人でやって、凄い結果が出ても３つま
では穏やかに、訪れた人には丁重に。二匹目のドジョウを取りたいと訪ね
てきたら、自分の事以上に面倒を見て、捕れたドジョウはきちんと与えて、
またドジョウを探しに行く。そのうちドジョウの噂を聞きつけて、隣の村から
話を聞きに来たときは、初めの時と変わりなく、私財をなげうつ勢いで、相
手に手柄をあげさせればよい。あくまでも普及をしたいのなら、日向にいる
必要はなく、日陰、縁の下で十分であり、論文に我が物顔に自分から名前
を載せるような事はするべきではない。駄目というのは簡単だけど、自分の
ものを棄てるのは勇気がいる。石田三成、徳川慶喜の話もそうですが、正
論が勝つというのは稀です。正論が勝つための戦略は別にあると言うこと
です。しかし正論を（こじつけであっても）持たなければ、勝ったからと言って
長続きは出来ないとも思います。
普及と人間の関係は是非ＭＴＳで検証して見たいと思います。
268．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月12日(金) 23時17分
若くないのに若大将さん こんにちは。
貴方のハンドルネームやIDを見ても貴方がどなたか分かりませんのでこの
ような場合対応が難しいですね。
貴方の長い論説は至極ご尤もな内容で以下のようなことが理想だと思いま
す。最後のところは田口先生が実験計画法で述べておられることです。
>品質工学はやりたい人間だけがやればよい話で、・・・日陰、縁の下
>で十分であり、論文に我が物顔に自分から名前を載せるような事はす
>るべきではない。時間＝仕事と言う考えがそもそもその業務の評価尺
>度ではなく。業績＝仕事となるべきであります。
貴方が何者か分かったらゆっくりお話したいと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
270．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：若くないのに若大将 日付：7月12日(金) 23時47分
Kazz@管理人さま
遅れて、申し上げます。
初めまして、よろしくお願いします。
若くないのに若大将です。
＞貴方のハンドルネームやIDを見ても貴方がどなたか分かりませんのでこ
の＞ような場合対応が難しいですね。
すみません。ただ品質工学を狂信的に勉強している最中の元若造と言うこ
とで
手ほどきをお願いします。何らかの時、お会いできたとき名乗り挙げ予定で
あります。
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＞最後のところは田口先生が実験計画法で述べておられることです。
これは知りませんでした勉強不足であります。
良く読んでみたいと思います。
ありがとうございます。
272．Re: 田中知事の不信任と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月13日(土) 9時25分
若大将さん おはようございます。
貴方は相当な勉強家のようですね。私も50才を過ぎてからこの道に入った
ものですから同じようなものです。
貴方の言われるとおり,評価技術では品質工学が唯一のものだと私も思い
ます。このよう発言をすると世の中では批判を浴びてしまうのです。
世界的にも有名な統計学者（アメリカのボッシュ博士など）が反対意見を持
っているのも事実です。
品質工学は手法の部分も優れていますが，哲学的なコンセプトに本質が隠
されているわけです。
1952年頃出された実験計画法の下巻538ページに田口先生は「しかし,一生
懸命,長い間働い長けれど,その成果はゼロだったときにわれわれは,その人
の仕事量はゼロと考えるのである。仕事量はアウトプット(出力）で測るべき
で,インプット(入力）で測ってはならない」と仰っておられます。このことが貴
方が業績=仕事といわれたことではないでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/

231．新技術に対する投資判断基準？
名前：Jajan

日付：7月5日(金) 17時53分

ALL>
これから売れるかどうか分からない新技術／新商品に対する投資判断は
どうあるべきと考えられますか？
やはり，ばくち？ 経営者は何で判断しているのでしょう。
232．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Kazz@管理人 日付：7月6日(土) 9時52分
Janjanさん おはようございます。
新技術の場合には,テーマに挑戦するタイミングが成否の鍵を握っていると
思います。最初は四面楚歌でも成功した例は腕時計の水晶化や電卓を変
えた液晶パネルなどがあります。これらの商品は当時の技術では商品化は
不可能と思われていたものですが，経営者の判断で技術者に挑戦する意
欲を持たせた企業文化にあったと思います。マツダの開発したロータリエン
ジンでもレシプロエンジンにコスト的に勝っていれば成功したはずです。機
能性能だけでなくコスト問題を解決しなければ成功したとはいえません。投
資の判断は技術が揺籃期か成長期か成熟期かで判断することになると思
いますが，成熟期に投資を始めたら経営的には失敗するでしょう。将来を
見据えたタイミングが重要になると思います。
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234．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Tetsu 日付：7月6日(土) 16時53分
Jajanさん
新規技術こそ品質工学を使った超ｽﾋﾟｰﾄﾞ効率開発が最も効果的ではない
でしょうか。
過去の拘りがないので最初から理想機能を目指した開発を進めやすいと
思います。
あとは情熱のある人材に自由にやらせれば勝手にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄが進んでしまい
ますよ。
おそらく最初は失敗の連続でしょうがその段階で変な管理をするとせっかく
の可能性
を潰してしまうこともあります。
新規技術の開発投資は期限と費用を決めてあとは自由にやらせてほしい
ですね。
しかし量産設備の投資となると桁違いの費用ですから経営者も慎重になる
と思います。
技術が完成していて、買ってくれるお客様もいて、特許も独占なんて話は有
り得ませ
んから難しい判断になるのでしょうね。
新規技術を市場投入して業界を絶えずﾘｰﾄﾞしてるように見えるあのSo社だ
ってよく
みるとﾋﾞｼﾞﾈｽの失敗は結構多いです。ﾘｽｸ低減のために横並び競争を繰り
替えして
消耗するよりも失敗覚悟で新規事業に打って出る会社が生き延びているよ
うにも見
えます。
237．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Jajan 日付：7月8日(月) 8時58分
ALL>
早速の貴重なご意見ありがとうございます。
＞機能性能だけでなくコスト問題を解決しなければ成功したとはいえませ
ん。
＞投資の判断は技術が揺籃期か成長期か成熟期かで判断することになる
と思いますが，成熟期に投資を始めたら経営的には失敗するでしょう。将来
を見据えたタイミングが重要になると思います。
投資の判断として技術の成熟期かどうかを見極めるタイミングのセンス＆
何といってもコスト問題を頭に入れた企画に持ってゆかないことには，始ま
らないこと，よく分かりました。そしてOKでればQEでスピードアップ＆ロバス
トにという進め方。
それにしても，技術の成熟度合いはどうやって判断すればいいのでしょう
か？
マーケットの伸び具合？ 他社の動向？ やったとき／やらなかったときの
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リスク？
￥の裕福な会社なら先行投資で何でも出来ると思いますが，自転車操業で
の環境は経営TOPからOKをもらう強い市場・技術の予測力とコスト意識の
ある技術確立が必要になりますね。
将来動向の予測・・・これもQEの範囲に入るのでしょうか？
じっくり考えてみます。
239．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Kazz@管理人 日付：7月8日(月) 10時9分
>それにしても，技術の成熟度合いはどうやって判断すればいいのでしょう
か？
すべての技術や商品はＳカーブを描きます。最初の導入期から成長期へ
変化して最後の成熟期でそれらの寿命が終わるのはご存知の通りです
が，技術や商品の種類で短期のものもあれば長期のものもありますね。
判断基準は市場の売り上げの伸び率や技術進歩などで判断できるでしょ
う。日本企業が失敗する例は成長期から成熟期にかけて投資や開発を始
める例です。マーケットシェアが大きければ成熟期に投資をしてもよいでし
ょうが，小さい場合が問題ですね。新技術･新商品であればマーケットサイ
ズだけの問題ですから，タイミングを図って投資をすればよいと思います。
専門家でないのでこれ以上のことはよく分かりません。
>マーケットの伸び具合？ 他社の動向？ やったとき／やらなかったとき
のリスク？
経営企画室の仕事でしょう。
>将来動向の予測・・・これもQEの範囲に入るのでしょうか？
技術的な動向は技術者の責任ですが，ＱＥが直接関係することではありま
せん。しかし,技術手段を機能性で考えていると将来予測ができる用になる
のではないでしょうか。商品の予測問題はＱＥとは関係ないですね。
241．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Yoshi 日付：7月8日(月) 11時8分
新技術の開発、むずかしい問題ですね。
So社の事業に失敗した商品の開発について、当の事業部長さんに聞いた
ことがあります。
その商品開発を始めた理由は、その商品開発部門で元気がなかったから、
「他社に無い商品を開発させて技術者に元気を出させたかった」からだそう
です。
でも、ある程度投資をしてしまうと「失敗出来なくなる」とも言っていました。
＞経営企画室の仕事でしょう。
今のSo社は、たぶん経営企画が優れているんだと思います。
上記、事業部長さんも「営業」の会社のようなことを言ってました。
とうぜん、その方は品質工学を理解してくれていました。
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248．Re: 新技術に対する投資判断基準？
名前：Jajan 日付：7月8日(月) 13時36分
KaZZ先生 皆さんありがとうございます。
頭の中がクリアーになってきました。
なにやら，新技術の開発も品質工学の推進もうまいことやってゆこうと思う
と
知恵を使って，対策すべきところは同じところにありそうですね。
①いかにこれから伸びてゆくかを示すこと。
②今やらなかったら何が起きるかを的確に示すこと。
③熱意・パッション・有言実行。
④責任を最後まで負うという姿勢。
etc.

222．説得方法
名前：Tetsu

日付：7月4日(木) 19時6分

kazz先生 皆様
先日社外のある企業で技術者数名に品質工学の基本戦略のミニ講演を行う機会
がありました。当日は特にこれと言った反応はなかったのですがその後その会社
の知人を通じて印象を聞いたところ実は拒否反応が強かったことが判りました。自
他ともに認める優秀な技術者が否定側に回ってしまうのです。品質工学は従来と
は違う方法論であること、従来方法よりもﾒﾘｯﾄが大きいことを判りやすく説明した
つもりなのですが現状の否定の部分が受け入れられないのかもしれません。
代案のない提案をしたつもりはないのですが似たような反応は社内でもよく経験し
ます。実績のある優秀な技術者、幹部社員ほどそのような傾向が強いようです。し
かし困ったことにこのような方々を説得しないと堂々と社内展開とはいかないので
す。弊社では品質工学推進部門のような後押しがないので、もし権力者に否定さ
れたらそれでお終い。
去年に引続き2回目の部門内展開計画案を提案しました。今回は仲間も増え、一
部の幹部社員の理解も得られていますので期待していますがおそらく反対者は現
れるでしょう。そのときどう対処すべきか皆様のご意見をお聞かせください。
223．Re: 説得方法
名前：Kazz@管理人 日付：7月4日(木) 23時54分
Tetsuさん
毎度苦労されているようですね。
あなたの言う優秀の技術者がどのような方たちか分かりませんが，ほんま
もんの技術者ならば拒否反応を示すはずがないと思います。科学的思考
至上主義の技術者は自らの役割と責任が分かっていない者たちです。
そのような技術者には必ず天罰が下って,クレームを出すことは必定です。
クレームは出さなくても他社に先を越されることになるでしょう。
224．Re: 説得方法
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日付：7月5日(金) 8時42分

先生の仰る通りでして技術者として自覚の問題もあり現場はすでに火が吹
いています。予想通りの展開なのです。ここまで来てから何とかしろと言わ
れても本来は上流問題なので戸惑っていますがこの機会を有効利用するし
かないと思っています。
225．Re: 説得方法
名前：Kazz@管理人 日付：7月5日(金) 9時40分
Tetsuさん おはようございます。
昨晩の巨人の桑田投手は1回の失敗を反省して,直ぐ2回目から立ち直りま
したね。これがベテランの味というものです。ほんまもんの投手になったの
です。彼は昨年は敗戦に次ぐ敗戦で,のた打ち回っていてタダの投手に成り
下がっていたのですが,今年は立ち直り勝つ術を悟ったのです。
私は神や仏の存在を信じますが，神や仏の世界がマンダラにおける大日
如来であるわけです。大日如来にいかにして近づけるかが悟りの境地なの
です。
技術者でも同じで,どれだけ理想機能に近づける研究が出来るかがカギに
なるのです。
228．Re: 説得方法
名前：Yoshi 日付：7月5日(金) 15時25分
つまり、これまでの実績を否定されるのが
問題と言うわけですね。だったら、過去は
問わない、これからは品質工学で出した成果を
評価すると言わせたいですね。
230．Re: 説得方法
名前：Jajan 日付：7月5日(金) 17時50分
Tetsuさん こんにちは。
ご苦労様です。
ひとまず反対する管理者はほおっておいて，
その人のパワーパーソン（上司）に品質工学の本質を理解させるように，
もって行ってはいかがでしょうか？
以前KaZZ先生のかかれていた「上司をあごで使えるか？」そんな人が
見方にいると心強いですね。
それと，その部署で一番困っているネックエンジニアリングか何かを
QEで成果を見せつける。
「成果は唯一の説得材料である」が私の信念です。
P.S.
私も，本部レベルへ展開せよ！と命を受け，多分同じ課題をかかえる羽目
になりそうです。今後ともよろしくお願いいたします。
233．Re: 説得方法
名前：Tetsu 日付：7月6日(土) 10時42分
kazz先生 皆様
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貴重なご意見どうもありがとうございました。ほんまもんの技術者であれば
理想機能を目指す研究を理解するはずですね。
これからもよろしくご指導、ご意見お願いいたします。

211．技術的思考について
名前：Kazz@管理人

日付：7月4日(木) 11時4分

ものを考えるときの発想に次の二つがありますね。
① １＋２＝■
② ■＋▲＝３
①の場合には答えは一つしかない（実際にはそうではない）のですが,②の場合に
は答えは無数にあると考えられます。今の学校では①の教育がほとんどですか
ら,②のような問題が出されると戸惑う子供が多いのです。技術者の場合には，②
のように目標があって，■や▲を求めることが要求されるのですから，①のような
教育を受けてきた者は戸惑うか適当に３になるような答えを出して誤魔化している
のです。
品質工学では目標値の３は最初は考えずにロバストネスの研究を行い,その後
で，標準条件で３にチューニングして経済的に最適な答えを出すことでしたね。品
質工学をご存知でない管理者にはこのような説明はいかがなものでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
212．Re: 技術的思考について
名前：Kazz@管理人 日付：7月4日(木) 11時6分
> ものを考えるときの発想に次の二つがありますね。
> ① １＋２＝■
> ② ■＋▲＝３
①は「知識」の教育であり，②は「智恵」の教育であるわけです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
216．Re: 技術的思考について
名前：mizgi 日付：7月4日(木) 13時50分
技術には目的が明確にあって，その答えは沢山あるわけですね。
私は試作部門で主に３Ｄデータを使ったモノ造りを業務としています。
いまは各社ともＣＡＤ／ＣＡＭ／ＣＡＥをどんどん取り入れ，図面の３Ｄ化が
盛んですね。３Ｄにしてもソリッド・データが主流になりつつあり，そのデータ
作成のために膨大な工数を必要とするようになりました。
しかし『何故ソリッドがいいのか？』『本当にソリッド化が必要なのか？』が十
分議論されないまま（ＣＡＤメーカーに乗せられている，という感が否めな
い）そんな状況が加速しています。３Ｄデータで一気通貫の生産体制！など
と広告には謳われていますが・・・。
製品データをソリッド化しても『協力メーカー』に話しを聞くと『こんなデータを
受け取っても，結局造りの為にはまたデータを作り直しするんですよ。こん
なに工数をかけて貰ってもねえ，ただ２Ｄ図を３Ｄにすればいいってモンじゃ
ないんですよねえ。』といった声が多いようです。ＣＡＥの為には確かにソリ
ッド化する必要がありますが『公差』を３Ｄにどう反映するのか等まだ課題
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は沢山あります。
『３Ｄ化すること』が目的になっていて，そのデータを何のために，どういった
目的に使うのか，その辺が抜け落ちた状況がここ何年か続いています。
試作部門においても『試作する事』が目的になっていて，何のために試作す
るのかが置き去りにされているように感じます。ですから『試作した時には
問題が出なかったのに』市場に出した後，出るは出るは，次から次へ『起き
るまで分からなかった事』が！ 出てから『何故試作と量産で違うんだ？』な
どとやっています。ますます『品質工学』の重要性が感じられて，これはや
はり早急に全社展開しなくてはと決意を新たにしています。
217．Re: 技術的思考について
名前：名前：Tetsu 日付：7月4日(木) 13時31分
分
Kazz先生

日付：7月4日(木) 14時10

これは判りやすいたとえですね。上流段階では目標が曖昧ですから①の発
想で答えを求める現象解明を繰り返す。そろそろ製品化となると目標値は
明確になるが②の発想がないので狙い撃ちを繰り返し納期までに命中した
ら成功。
2段階設計は急がば回れ戦略だと思います。研究所のような上流部門で使
ってほしいですね。
218．Re: 技術的思考について
名前：Kazz@管理人 日付：7月4日(木) 14時28分
mizgiさん
今行われている「試作」や「CAD/CAM」なんていうものはほとんど役立たな
いのですね。目的が分かっていないのですから，製造ではやり直しが必要
になるのです。現役時代に工場に行きましたら，「設計図面」のほかに製造
が書いた「標準製造図」なるものが存在していてびっくりして聞いてみたとこ
ろ，設計者の書いた図面では物が出来ないから製造で書き直したというん
です。設計は「何のために設計するか」が分かっていないということです。
設計図=製造図になるように,寸法や公差の決定を直交多項式で何時でも
変更できるようにしておくことが大切ですね。
コンピュータシミュレーションと品質工学の融合が待たれるところですね。
Tetsuさん
貴方の投稿文をNo.211の中に入れましたのでご了承ください。
この戦略がないのが企業の技術教育の欠点ですね。
219．Re: 技術的思考について
名前：Jajan 日付：7月4日(木) 14時30分
KaZZ先生＆Tetsuさま
これは本質を言い表しているよい例えですね。
これからどんどん使わせてもらいます。
②の■や▲，はたまた＋もふくめて，
どれだけ多くの発想（自分の設計できるパラメータ）を
持っているかいないかということが各自の技術力であり，
その結果，うまく行く／いかないが決まるのだと思います。
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自己の専門以外の領域の本質まで
しっかり常に見て,聞いて，触って等勉強し頭を素直に柔らかく
しておくことが重要ですね。
221．Re: 技術的思考について
名前：やあまん 日付：7月4日(木) 18時9分
>『３Ｄ化すること』が目的になっていて，そのデータを何のために，
>どういった目的に使うのか，その辺が抜け落ちた状況がここ何年か
>続いています。
確かに3Dで設計したもので、よくあるのが、初めからは作れるけれど、メン
テナンスしようとすると、ネジなどの位置が考慮されておらず、外せないとか
あります。
このあたり品質工学ではないですが、元日産の上野さんが学会誌に書か
れた設計者の理想的な姿からは遠い感じがしてしまいます。
メンテナンスなんて基本的には要らないのが理想なのですが、やはり部品
交換が必要なこともあります。プリンタなんか見ていたら、結構良く出来て
いるなぁと感心せずにはいられません。（といっても、残念ながら、自分には
そんな能力はないようで苦労していますが・・・。）

202．曼荼羅と品質工学
名前：Kazz@管理人

日付：7月3日(水) 13時49分

空海の開いた真言密教は,曼荼羅（マンダラ）の宗教といわれています。曼荼羅
は神秘的に壮大な宇宙空間の構造的手段として生まれたものですが，宇宙は単
なる空間ではなくて，無限に広がっている場所がマンダラと考えられてきたので
す。しかも唯一絶対の宇宙の本質なのです。 この中心機軸に「大日如来」が存
在しているのです。この大日如来から近づいてくるのが「金剛界マンダラ」で順観
であり,逆流するのが「胎蔵界マンダラ」で逆観という訳です。本来は一体なもので
すが,人間は弱い存在ですから逆観で大日如来にすがると言うわけです。
品質工学の理想機能は大日如来に相当するもので神や仏しか到達できない世
界ですね。問題がおきてから因果関係を調べるの逆観で,問題が起こる前に技術
開発で機能性の評価をするのが順観に相当します。しかし,いずれの場合もＳＮ比
で評価することには変わりはないのです。
ほんまもんの技術者は順観ができる人であり，問題解決型の技術者は逆観型
の技術者ということになります。
はたして皆さんはどちらでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
203．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Jajan 日付：7月3日(水) 14時21分
KaZZ先生 こんにちは。
また，深遠なる問いですね。
小生，逆観者だろうなと思います。
西洋文化である「合理性を追究し，分類／分析という
ひとつのものを分けて考える」という立場の教育を受け続けてきましたか
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ら・・・。
しかし，本来我々も我々のなすことも大自然の枠を決して越えられないわけ
ですから，
全てはひとつ。それを支配している本質はひとつ。それが「理想機能」という
のかなと思い始めたところです。
病院なんかいい例ですね。外科，内科，脳外科・・・細分化/専門家され，
結局，少々の頭痛なのに，あちこちたらいまわし・・・とかよくありますよね。
人間を元気にするという人間科／健康科というのが（これが漢方や東洋医
学かもしれないけど）必要なのではないかと思ってみたりします。
204．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：mizgi 日付：7月3日(水) 14時36分
Kazz先生，こんにちは。
厳しい問いかけですね。
残念ながら順観型になるべく精進している身です。
問題解決型でずっとやってきたものですから，１年前に品質工学と出会って
それから色んなサイトで勉強させて貰いました。
そして，品質工学を勉強するのではなく品質工学を駆使して技術を開発す
る事が大切である，と改めて悟ったところです。
科学と技術の違いであるとか，実験にはふた通りあって，結果が分かって
いるなら実験する必要はないという考え方もある等々，この１年本当に沢山
のことを学びました。
話がそれますが・・・
息子が理科の実験で『失敗した』と言うのでどういう事かと尋ねたら，でんぷ
んの含有量を調べる実験をしたのだが，教科書通りの結果にならなかった
ので『この実験は失敗だね』と先生に言われた，ということです。
世の中そんなもので，理屈通りにはいかないんだけどなと思いつつ，小学
生に何処まで話していいモノやらけっこう深刻に考えてしまいました。
小学生のうちから『科学的思考』に慣らされて，いきなり社会に出て『技術的
思考』にシフトできるものか，我が身を省みて子供達の将来が何となく心配
ではあります。
205．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月3日(水) 14時46分
Janjanさん 早速お答えいただきましたね。
どちらでもよいのですが,殆どの企業では逆観型になると思います。貴方
のようなマネージャーがおれば技術開発型を優先するでしょうが，それでも
両者が混在するのは当然だと思います。
私が申し上げたかったのは,あまりにも自己中心的で目先しか見ない技術
者が多いので，自分の中の小宇宙の中に大宇宙を感じて欲しかったので
す。宇宙的視野から自己を厳しく見据えて自分のやることに責任を感じて
欲しかったのです。ＦＱＣ会議室を覗いてみても手法の違いとはいえ，不良
率や正規分布や古典的実験計画法や連続試験の可否など科学的な現象
解析の議論ばかりなのです。地球的規模というかもっと広い視野で考えて
欲しいのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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206．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月3日(水) 15時1分
mizgiさん こんにちは。
>世の中そんなもので，理屈通りにはいかないんだけどなと思いつつ，小学
生に何処まで話していいモノやらけっこう深刻に考えてしまいました。
今の教育は従因向果であって,従果何因の順観型ではないのです。答えは
一つしかない世界ですから，先生の言ったとおりの答えが出なければ間違
いだと判断されるわけです。しかし,宇宙にとって本当に正しい答えを見つけ
ることが人間の勤めであるわけですから,目的が何かを考える能力が必要
になるわけです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
207．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Jajan 日付：7月3日(水) 15時42分
KaZZ先生
＞自分の中の小宇宙の中に大宇宙を感じて欲しかったのです。宇宙的視
野から自己を厳しく見据えて自分のやることに責任を感じて欲しかったので
す。
本当にそうだと思います。
自分のテーマを大きくとらえるそのための指導を怠らないことが重要です
ね。
肝に銘じてやってゆきます。
技術者を見ていると順観者，逆観者，サラリーマン等色々で，
その，多くの猛獣使いが出来るか，猛獣使いのプロになれるかも，また，重
要だなとこのごろ思っています。
（まずは自分で問題/テーマを認識できるかどうかのレベルで進歩の止まっ
ている技術者（？）も結構いますから・・・）
208．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月3日(水) 17時15分
「金剛界マンダラ」は「智」を表しますから智恵の世界ですが,「胎蔵界マンダ
ラ」は「理」を表しますから,理屈で考える世界です。理論や理屈で考えること
ですから限界があるのです。科学的人間は理屈が多いですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
209．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Jajan 日付：7月3日(水) 19時34分
KaZZ先生
曼荼羅に２種類あることはじめて知りました。
今，インターネットで曼荼羅を見てみました。
視覚的に「智」と「理」がパッと分かるものなのですね。感動しています。
特に，金剛界マンダラの方は，
多くの知識・技術を並べ，ひとつの本質に向かって収束させているいる感じ
ですね。
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QEも色々なメソッドが生まれては改善され，それなのに，基本的考え方は
元の姿SN比（変化率や感度分析？）に戻ってきてるような感じですね。
QEのまさに今の姿が曼荼羅に書けたらみんなパッと理解できるようになる
かしら。
210．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Yoshi 日付：7月4日(木) 9時27分
皆さん、こんにちは。
曼陀羅の話題ですが、当方は逆観型かなと思います。
企業で言えば中心の大日如来にあたるものは何か？というと
やはり経営ではないかと思います。
技術者はＱＥを駆使して、問題解決にあたる。
自分が大日如来になれる日を夢みつつ（仏教では人間は
如来には成れなかったですかね。菩薩だったかな）
毎日を過ごしています。
213．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：いしの 日付：7月4日(木) 12時8分
中国かインドが忘却してしまいましたが修行僧が色の付いた砂で
曼荼羅を描き（直径5m位？）描き終わったら、即、その曼荼羅を
ほうきで清掃していたの見たことがあります。
やはり、何かに通じますね。
214．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Tetsu 日付：7月4日(木) 13時6分
品質工学の教えは絶対に到達できない理想を目指せと言っているのでは
ないでしょうか。絶対に到達できないわけですから問題解決なんて言葉自
体に意味が無くなってしまいますね。
どこまで理想に近づけるかが問われているとしたら、その逆が妥協ﾚﾍﾞﾙ管
理ってとこですかね。妥協ﾚﾍﾞﾙがあれば問題解決もありえます。
220．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：やあまん 日付：7月4日(木) 17時58分
>病院なんかいい例ですね。外科，内科，脳外科・・・細分化/専門家され，
>結局，少々の頭痛なのに，あちこちたらいまわし・・・とかよく
>ありますよね。
>人間を元気にするという人間科／健康科というのが（これが漢方や東洋
>医学かもしれないけど）必要なのではないかと思ってみたりします。
先日、どっかの雑誌に、日本医師会が予防医学に消極的とか書いていまし
た。
まあ、医師にとっては病気であるから儲かるわけで、（下手に？）予防され
たのでは儲からないという訳ですが。
でも全体の利益から考えれば、病気になることによる損失よりも予防に重
点をおいて損失を減らすことが重要ですし、ひいては国の利益になるので
すが、やっぱり日本医師会なんて所詮、身内だけのことしか考えていない
んだなぁと感じました。
ＭＴＳ法での糖尿病予測の論文を見て、これを使わない手はないと思うの
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ですが。
226．Re: 曼荼羅と品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：7月5日(金) 9時55分
やあまんさん おはようございます。
貴方が仰るとおり,現世では対症療法の臨床医が偉くて世間では評価され
ていますが，本当は保健所の予防医が高く評価されることが大切です。私
の義兄が医者ですから兼高博士の肝臓疾患のレポートを見せたのです
が，全く理解できないといっていました。ＭＴＳ法を否定したのではなく難しく
て理解できないということらしいです。
学会として反省することは，もう少し分かりやすく解説する必要があります
ね。

196．QE展開
名前：Jajan

日付：7月1日(月) 16時15分

QEの社内展開にあたり，皆様苦労されていることと思います。
素朴な質問です。QEが展開された姿っていったいどんな状態でしょう。
①従業員全員がQEのものの見方考え方をし，合理的な技術活動で自主的に業務
を進めている状態。
②優秀なQEスペシャリストを中心に，
わいわいと全社に渡り多くのテーマを解決することにより効果を生んでいる状
態。
③マネージャがQEの本質を理解し，着実にテーマを与え，業務の進捗を行ってい
る状態。
④展開など考えず，こつこつと現在の自己の役割範囲のなかでQEを駆使している
技術者のコミュニケーションがサポートされている状態。
・・・
色々な姿が考えられ，どの姿に持ってゆくかにっよって最初のアプローチ方法が
大きく異なってきます。
色々な意見をいただけると幸いです。
197．Re: QE展開
名前：mizgi 日付：7月2日(火) 8時35分
Ｊａｊａｎさん，こんにちは。
ＱＥの展開，いろいろ考えられますが・・・。
我が社ではＱＣ手法を基本にした○○サークル活動が３０年近く続いてき
ました。当初は製造部門中心でしたが最近では全部門に拡がってきていま
す。
全社的お祭りと捉えればそれはそれで意義もあるのでしょうが，やはり研
究開発部門にまでＱＣを適用する事には，かなり無理があると感じていま
す。
特に若い開発者などは『ＱＣは研究開発部門には適さない！』とハッキリ
言いきります。それでも上から『やれ！』といわれ渋々やっているところも多
いように思えます。発表会での審査員自身も何処に重点を置いて評価した
ものか戸惑うようなテーマがかなりあります。業務で個人，またはチームが
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やってきたことをＱＣストーリーに練り直す，といった弊害も出てきていま
す。
個人的にはＱＥをトップが認めて，技術者が淡々と進めていくのが好きで
すが，みんなでワイワイやれればそれがいちばんいいのかも知れないです
ね。
トップがテーマを決めてやらせる，というのは上手く嵌れば効果大ですが
『やらされ感』が出てくると逆効果ではないかと考えます。
198．Re: QE展開
名前：Jajan 日付：7月2日(火) 9時16分
MiZGI-San,
早速のアドバイスありがとうございます。
おっしゃる様に「やらされ感」では，何の活動の意味はないですよね。
QEのすごさを知れば自ずとやってゆくようになるのに，
その第一段目のハードルが高い。
ワイワイやQEエキスパートの力をかりながら，成果を出すまでやって
成功体験をつんでゆき，自分自身で技術開発プロセスの差を理解させてゆ
く
ことが肝要かと思いました。また，よろしくお願いいたします。
199．Re: QE展開
名前：Yoshi 日付：7月2日(火) 10時12分
Jajanさん、こんにちは。
私が考えるＱＥが展開された姿は、③と④の複合であるかのように思いま
す。
ＱＥはあくまで手段なので、結果で評価される、それも結果とは単に利益の
みならず、ＱＥで言う社会的損失の減少も結果として認められることがＱＥ
がマネージャーに展開された状態ではないのかと思います。
ＱＥで１０倍の成果を出す人がいても、ＱＥ使わないで１００倍の成果を出し
ていたら良いわけで（ただ、１００倍の成果を出した人はＱＥ使えば１０００倍
の成果となるかもしれませんが）成果に応じた評価がされれば問題無いと
思います。
ＱＥをマスターするまではワイワイとたくさんの方の意見を聞くことも必要だ
とおもいますが、ＱＥで評価するシステムのアイデアは基本的に個人による
のでＱＥマスター同士が結果を競い合う状況になるのではと思います。
実際、弊社ではＱＥの展開はさっぱりですが、上記のような状態がＱＥ展開
の姿なのではと思っています。いかがですか？
200．Re: QE展開
名前：Kazz@管理人

日付：7月2日(火) 10時13分

Janjanさん こんにちは。
今回は一呼吸置いて現場で苦労されている皆さんの発言を期待していまし
た。①の姿が理想形だと思いますが，現状では難しいでしょうね。私が期待
するのは③の姿ですが②や④と組み合わさればなお更よいと思います。
mizgiさんのご意見にあるようにＱＥはＱＣと同じものかその一部だと考えて
いる技術者が多いはずですから，ＱＣにはない評価技術だということを分か
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らせる努力が必要ですね。しかも，ＱＥをやれば技術者は自分の仕事が楽
に早く済むことが分かれば自然にやるようになるし，管理者は結果でなくプ
ロセスで進捗状況が分かるのですから今までのブラックボックスの仕事の
やり方から脱出する機会になる筈ですね。
このようなメリットをどのように理解させるかが貴方たちの手腕ですよ。
http://homepage2.nifty.com/khara/
201．Re: QE展開
名前：Jajan 日付：7月2日(火) 12時46分
ALL>
QE展開について，こんなに貴重な意見を
たくさんいただき，ありがとうございます。
苦労は皆，一緒ということでしょうか。
マネージャ層の重要性が再認識できました。
忙しい＆癖の多いマネージャ層への
浸透を戦略的に考えてゆくことが重要なようですね。

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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2002年08月 の投稿ログ
427．シミュレーション
名前：Jajan

日付：8月29日(木) 19時6分

皆様
少しずつ秋が来ています。
セミの声が変わり，虫の声が聞こえるようになり・・・
シミュレーションを活用してもっともっと早くQEを進めたいですね。
とはいえ，なぜ，シミュレーションソフトはあのように高価なのか・・・。
「シミュレーションで効果を出すには，シミュレーターを得てその
真価を評価する必要がある。でも，効果がでるかどうかわかららいものには
経営的には投資できないのでシュミレータが手に入らない。」という，
卵が先かニワトリが先かにおちいって，貴重な時間が過ぎてゆく。
ライターが使い捨てになったようにシミュレータも
１０年後はプレーステーションのCDなみの価格になっていてほしいですね？
428．Re: シミュレーション
名前：ワッチー 日付：8月30日(金) 13時7分
Janjanさま
まったく同感です。
しかも、そのソフトのベースは殆どが米国製です。
日本では日本語対応や・アプリケーションをやっているだけ
というのが現状だと思います。したがって利益は米国に還流
される仕組みになっています。
日本人はソフトに弱いとかいう話も聞きますが、製造業の次に
何で世界中から利益を吸い上げるか？という戦略・戦術の有無
の差のあらわれだと思います。
それを使うことで優位に立てなくなったソフトは、PS2のCD並
みの値段になる前に消え去るかも？
MSOfficeとほぼ同機能のフリーソフトが出回り始めています。
日本は（弊社）は何で利益を上げるか？の戦略がないと格付け
が下がる一方です。
429．Re: シミュレーション
名前：Kazz@管理人 日付：8月30日(金) 23時37分
jajanさん ワッチーさん
このところ夏休みでこの掲示板も淋しかったですよ。
新しい話題をお願いします。
最近の品質工学誌にTさんのシミュレーションに関する論文が載っていまし
たがご覧になられましたか。Tさんの所では自前のシミュレータを作って実
験されているようですが，これまた問題があるようですね。
私が会社にいた頃は，本社の計算機部門がエルフマジックのソフトを600万
円（正確なところは忘れましたが）で購入して，研究所や事業部で使ってい
ましたが，最近は随分安くなったと聞いています。品質工学と融合して使っ
た例は極めて少なくて，現象解析が殆どだったと記憶しています。私は簡
単な等価回路やマトリックスやテンソル解析には自前のシミュレータを作っ
て解析させた事が印象に残っています。
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431．Re: シミュレーション
名前：Yoshi 日付：9月3日(火) 10時56分
皆さん、ご無沙汰していました。
夏休み期間だったこともあり、なかなか掲示板に参加できませんでした。
ところでシュミレーションソフトが高いという話ですが、シュミレーション
ソフトを使わない場合は実際にテストを行うんですよね？
例えば、高級車の衝突テストなんかは実際にテストしようとすると何百万円
もかかるとか聞きました。
実際、経営者の方々はこのような数字と比較してシュミレーションソフトを
高いと判断されているんですかね？
なんでもかんでも投資をおさえられるのは技術者にとってつらいですよね
投資に対して相応の成果を出すのが技術者だと思ってますから。
最近は、市外の出張も、「経費が無いから」と行けない状況なので悲しいで
す。

412．標準SN比について
名前：Kazz@管理人

日付：8月20日(火) 17時57分

いしのさん 西村さん
新しく枠を作りました。
>標準ＳＮ比の最適条件は大体、出力が出ない条件になるから、任意の
目的にチューニングするのが困難になるし、チューニングしたらＳＮ
比も変わりますよね。また、何かしらの解が出ますが最適化なのかど
うかの保証はないと思っています。･･･
例えば，ｙ＝0.5M ｙ＝1.0M ｙ＝1.5Mの三つの場合にノイズの影響を同じと考える
と，従来のSN比はどの場合も同じですが，標準SN比ではｙ＝0.5M が一番良い結
果になりますね。
その時に田口先生が言われた回答は，次のようなものだったと思います。
「標準ＳＮ比を使用する時は，基本機能のyの値が各実験No.で同じ程度になるよ
うに実験することで，上記計算例の結果をさけることができる。」
ということでした。沖電気の例でもスイッチ機構の例でも，目標値に近いシステム
が考案された後で目的機能の改善に標準ＳＮ比が使われていますから問題がな
かったのだと思います。汎用的な技術開発には，従来型のＳＮ比を用いる方が適
していると思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
413．Re: 標準SN比について
名前：西村 日付：8月21日(水) 0時12分
>「標準ＳＮ比を使用する時は，基本機能のyの値が各実験No.で同じ程度
になるように実験することで，上記計算例の結果をさけることができる。」
これでは実験毎に調整が必要です。先の溶接の事例ではこのような調整も
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不可能なのではないでしょうか。
未だにＳＮ比の計算方法を疑っているのですが．．．
目標値は後でチューニング、まずはＳＮ比の改善ということでは、品質工学
の数理 ８章チューニングと最小２乗法 と考え方は同じだと思います。
表８．１のＴの水準が１個だけの場合に相当すると思います。
ここでは、ＳＮ比に信号の効果が含まれています。
この式を整理したら標準ＳＮ比になるのだろうか？
ああ、Ｓｅの計算式がない。Ｓｅ＝ＳＴ－Ｓβ(M)－Ｓβ(M)ｘＮでいいのだろう
か。
数式を理解していないと、こういうときに辛いです。
414．Re: 標準SN比について
名前：いしの 日付：8月21日(水) 9時26分
西村さん、私はＳＮ比の計算方法ではなく、解析方法そのものに
問題があるのでは？と睨んでいるのです。
某Ｙ先生は「時間が解決する」と仰っていますがその裏の意は、
「（失敗？）事例を沢山作り、（田口先生に）問題提起をしょう」
と聞こえてならないのです。
私としては、異を唱えるだけでは、理解されないことは重々承知
していますので事例を作り、どこがおかしいのか正しいのか実証
しようと計画を練っています。
皆さん、田口先生を勘違いしているみたいですが田口先生は、神
様ではなく、私達と同じ研究者であることをお忘れなくです。
415．Re: 標準SN比について
名前：はまや 日付：8月21日(水) 10時29分
標準SN比の計算式を見るとVe≒０、Sβ／２ｒ≒１つまり１／ＶＮを評価して
います。これは感度をチューニングした後のノイズによるバラツキのみを評
価していることになると思います。
問題は感度のチューニング、標準状態における本来の信号に対する感度
が計算上で上手く入っていない点だと思う。
私の理解では、標準ＳＮ比は標準状態で機能が成り立っていることが前提
ということです。
従来のＳＮ比では基準点を通る線形が前提だと理解しています。
場合による単なる使い分け、それには前提があり、この前提を満足すれば
計算の手順は決まっているという、それだけだと思います。
あっている、間違っているの問題ではないと思います。
416．Re: 標準SN比について
名前：いしの 日付：8月21日(水) 10時57分
はまやさん
出力が揃っている場合や小さい方がいい場合は別ですが
、通常、出力が出ない条件が最適となった場合はどうで
しょうか？
この場合、１～２因子位での感度のチューニングは不可
能ですよね。
仮に出力を大きくした場合はどうでしょう。大きくする
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ということは標準ＳＮ比を悪化させることになり、従来
の安定設計とは異質になりますよね。
>あっている、間違っているの問題ではないと思います。
怪我をするのは他人事なので関係がないということでし
ょうか。
私は余計なお節介やきなのかもしれません。(^^;
ちょっと、感情論になりそうなので標準ＳＮ比の件は、
ここまでとしときます。 m(__)m
417．Re: 標準SN比について
名前：Kazz@管理人 日付：8月21日(水) 11時26分
ALL>
はまやんさんの下記のコメントは前回もありましたが，正しいと思います。
>私の理解では、標準ＳＮ比は標準状態で機能が成り立っていることが前
提ということです。
先の溶接の例では，テーラーブランク工法なるものの目的が，母材と同じモ
ノを造るということですから，標準状態は母材でもよかったと思います。田口
先生はお客の使用条件が信号やノイズであると仰っていますから，この場
合，使用条件＝製造条件と考えると母材でよかったのかもしれません。
「標準条件で機能すること」が標準SN比のキーワードになると思います。そ
うなると，「お客が満足する目的機能は何か」を考えることが重要になりま
す。
http://homepage2.nifty.com/khara/
418．Re: 標準SN比について
名前：mizgi 日付：8月21日(水) 11時27分
Kazz先生，皆様
自分はまだやり始めたばかりで数式１つ理解するのに苦戦中ですが・・・。
目の前の道が２つに分かれている場合，どちらに行こうか？ 迷います。
明確な道標が有れば，迷わないと思うのですが。
（田口先生は迷われる，ということはないのでしょうか？）
２１世紀型：２０世紀型・・・
標準ＳＮ比：従来型ＳＮ比・・・・
標準状態で機能が成り立っている事が前提・・・
比例関係が曖昧の場合には標準ＳＮ比を用いる・・・
参考書や掲示板を読んでいて，またまた迷ってしまう自分です。
用語１つ理解するのに苦しんでいる身としては右往左往するばかり。
Kazz先生，もう一度整理をお願いできませんでしょうか？
419．Re: 標準SN比について
名前：Kazz@管理人 日付：8月21日(水) 11時54分
mizgiさん
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>目の前の道が２つに分かれている場合，どちらに行こうか？ 迷います。
明確な道標が有れば，迷わないと思うのですが。
（田口先生は迷われる，ということはないのでしょうか？）
その通りだと思います。田口先生もより良い方向に改善するために，いろい
ろご提案されているのです。品質工学は日々是新たで，これが最後というこ
とはありません。従来の管理技法は全く変わりませんから進歩がないので
す。
貴方が仰るとおり，品質工学用語は最近JIS化を考えて出ていますから必
要ならお送りしてもよいですよ。語録（名言集）は第５回大会の論文集付録
に載っています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
420．Re: 標準SN比について
名前：Tetsu 日付：8月21日(水) 22時59分
標準SN比と従来SN比のどちらが正しいかという問題ではなく、標準SN比に
よって品質工学の適用範囲が拡大したと考えるのはどうでしょうか。比例関
係を定義できないｹｰｽとか直線関係が理想であっても非線形問題を扱う場
合は標準SN比と２段階設計のｱﾌﾟﾛｰﾁが適しています。あるいはゼロ点比
例でもﾉｲｽﾞの影響が感度には依存せず独立の場合は感度補正をした標準
SN比が適しているかもしれません。
L18各行で感度補正をすることは標準SN比を成功させる条件の一つと考え
ます。たしかにそれは面倒な場合もあるでしょうが一般に感度βの調整因
子を見つけることは簡単と言われていますから効率を無視すれば可能な事
例が多いのではないでしょうか。例えば光ﾃﾞｨｽｸでは感度がβ＝１近傍に
設定しないとそもそも機能しないこともあります。そのようなｹｰｽでは感度補
正なしの従来SN比ではたまたま感度が目標からずれた条件が欠測行とな
りますから再現性はほとんど得られません。感度補正方法は並の技術者で
あれば容易に思いつきます。従来SN比は感度が変化しても機能し、ﾉｲｽﾞが
感度に依存する場合に適した方法ではないでしょうか。感度補正した標準
SN比とβ１β２のﾁｭｰﾆﾝｸﾞによる２段階設計は様々なｹｰｽに対応可能な汎
用性の高い最適化方法と思います。
経験のない新技術で感度補正方法がわからない場合、あるいは感度補正
実験が非効率であるならば従来SN比が良いと思います。
421．Re: 標準SN比について
名前：はまや 日付：8月22日(木) 7時1分
いしのさん
>通常、出力が出ない条件が最適となった場合はどうで
しょうか？
出力が出ないということは、機能していないということで初めから話になりま
せんが。
何度も言っていますが、標準SN比は、標準条件で機能するのが前提です。
>>あっている、間違っているの問題ではないと思います。
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>怪我をするのは他人事なので関係がないということでし
>ょうか。
>私は余計なお節介やきなのかもしれません。(^^;
そのように取られたのであればお詫びします。
そんなつもりはないです。
適材適所と言いたかっただけです。
422．標準SN比の信号因子
名前：はまや 日付：8月22日(木) 7時20分
標準SN比の信号因子は、標準状態の出力で、標準状態で機能しない場合
意味がなくなってしまう。
そこで、信号因子として理想の出力としては如何でしょうか。
423．Re: 標準SN比について
名前：いしの 日付：8月22日(木) 8時27分
はまやさん
昨日、家に帰り頭を冷やして考えましたが私に非がありました。
こちらこそお詫び申し上げます。
大変、失礼を致しました。
>出力が出ないということは、機能していないということで初めから話になり
ませんが。
>何度も言っていますが、標準SN比は、標準条件で機能するのが前提で
す。
すみません。
言葉が足りませんでした。
「標準ＳＮ比の最適条件はたいがい出力がでない条件」でした。
424．Re: 標準SN比について
名前：いしの 日付：8月22日(木) 8時55分
昨日、品質工学誌を寝床で読んでいてふと考えましたところ、
「標準ＳＮ比は、計測器のキャリブレーションと同じ考え方
なのでは？」と思いました。
例えば、記録計のキャリブレーション方法は、電圧を信号と
し、０点とフルスケールとゲインのトリマー調整をしますよ
ね。
425．Re: 標準SN比について
名前：はまや 日付：8月26日(月) 7時10分
>「標準ＳＮ比の最適条件はたいがい出力がでない条件」でした。
出力がでない＝機能しない ではないでしょうか。
標準状態で機能するのであれば、このようなことは起こらないと思います
が。
452．Re: 標準SN比について
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名前：yoshifbpro 日付：9月10日(火) 14時21分
ｙ＝１Ｍ という直線関係にあるデータで
５ １０ １５
４
８ １２
６ １２ １８ の組合せのデータと
１０ ２０ ３０
８ １６ ２４
１２ ２４ ３６ のデータで
従来の基本機能のＳＮ比は同じになりましたし、基本的なバラツキの感覚と
も
一致していると思っていましたが、標準信号ＳＮ比では誤差の比率ではなく
絶対値が同じでないと同じＳＮ比になりません。
１０ ２０ ３０
９ １８ ２７
１１ ２２ ３３ のデータが最初のデータの組合せと同じＳＮ比になります。
この違いが今まで原先生のお話を聞いてきましたが、全く理解出来ていま
せんでした。しかしこの評価は私の今までの感覚とは馴染みませんし．．．
繊維の場合 延伸倍率を変えると強伸度カーブの傾きが変わりますが同じ
バラツキでも傾きが変われば標準ＳＮ比が変わる。強くなればＳＮ比が悪く
なるのであれば標準信号ＳＮ比で評価するのは適当でないのでしょうか？
453．Re: 標準SN比について
名前：Kazz@管理人 日付：9月10日(火) 16時40分
yoshifbproさん こんにちは。
ｙ＝１Ｍ という直線関係にあるデータで最上段の値を信号
とした場合
M ５ １０ １５
N1 ４
８ １２
N2 ６ １２ １８
このデータのSN比は従来SN比でも標準SN比でも0.1758（真数）
M １０ ２０ ３０
N1 ８ １６ ２４
N2１２ ２４ ３６
このデータのSN比は従来SN比でも標準SN比でも0.044（真数）
M １０ ２０ ３０
N1 ９ １８ ２７
N2 １１ ２２ ３３ のデータのSN比は0.1785で最初のデータ
と同じですね。上のデータでは信号因子＝標準条件だから両者の
SN比は同じになりましたが，信号因子と標準条件が異なる場合は
同じにはなりません。
信号の範囲が異なればSN比は異なります。
SN比の定義が異なるのですから両者が違うのは当たり前です。
パラメータ設計の場合，従来SN比と標準SN比の最適条件は異なり
ますが，目標値へチューニングをした後の制御因子の水準を最適
条件というのが正しく，SN比による機能性の評価だけで最適条件
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というのはおかしいと思います。
したがってこの段階で従来SN比と標準SN比を比べてみても意味が
ありません。
465．Re: 標準SN比について
名前：はまや 日付：9月12日(木) 11時10分
２１世紀型ＳＮ比では標準状態で機能することが前提だと思います。
しかしＬ１８で実験した場合に、標準状態で機能しない場合も実際の実験の
場合には多々あると思います。
これをこのまま２１世紀型ＳＮ比で計算すると、機能しない条件がＳＮ比ベス
ト条件となります（目標値へのチューニングをしていないので最適条件では
ありません）。
やはり、機能しないもののＳＮ比は悪くなって欲しい（２０世紀型はそうなっ
ている）。
そこで、２１世紀型ＳＮ比の改良にチャレンジ！
次のデータセットを考えます。
本来の信号因子Ｍ
Ｎ１ ｙ＝β１＊Ｍ
Ｎ２ ｙ＝β２＊Ｍ
Ｎ０（標準状態） ｙ＝Ｎ１のｙとＮ２のｙとの平均
そうすると、
２０世紀型ＳＮ比（真値） ｛（β１＋β２）／２｝＾２＊（１／ＶＮ）
２１世紀型ＳＮ比（真値） （１／ＶＮ）
となります（ＶＮは両者一致します）。
差は｛（β１＋β２）／２｝＾２です。
これは本来の信号因子Ｍに対しＮ０を出力とした場合のＳβ／ｒです。
つまり、２１世紀型ＳＮ比のβ＾２の推定値に、本来の信号に対する標準状
態の出力とした場合のβ＾２の推定値を用いれば２０世紀型ＳＮ比と２１世
紀型ＳＮ比とは一致します。
この改良は如何でしょうか？

405．たまには読書感想
名前：Jajan

日付：8月19日(月) 13時22分

皆様
残暑お見舞い申し上げます。
盆休みに，２０年ぶりに西堀さんの「石橋を叩けば渡れない」を読み返しました。
ご存知のように西堀さんは第１次南極越冬隊長をお勤めになった方です。
この本は確かに若い時代に読んだのですが，品質工学を知った今，あらためて，
読み返すと，この本にかかれている「想像力，能力は無限」「技術と科学」etc.妙に
納得したり，再認識したり非常にためになりました。
以前のトピで「想像力ART」の話がありました。ご興味のある方は一読されてはい
かがでしょうか。
406．Re: たまには読書感想
名前：mizgi 日付：8月19日(月) 16時12分
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台風の影響で涼しい感じの関東地方です。
連休明け初日としては（雨には参りますが）有り難い気温ですね。
西堀さんの事は登山が趣味の知人から『とにかく凄いひとだ』と聞かされて
いました。
最近揶揄される事の多い『プロジェクトＸ』にも登場されましたね。
不便な環境下でいろいろな工夫をされているのが印象的でした。
本については『積ん読』『乱読』の私ですが，ご紹介の本は是非呼んでみた
いと思います。
411．Re: たまには読書感想
名前：Kazz@管理人 日付：8月20日(火) 16時35分
Jajanさん
私も若い時読んだのですが，「石橋を叩けば渡れない」ではなく「石橋を叩
いて渡る」だったように記憶していますが違ったようですね。
西堀先生は田口先生とは旧知の間柄でして，昔ご夫婦で登山されたようで
すね。
西堀先生は科学者ですから「観察」を重視していて，田口先生とは全く反対
の立場で「ばらつき」の世界の重要性を述べておられました。しかし，田口
先生の考え方を理解されていたそうです。天才とか哲人といわれる方々は
目的で通じていますからお互いのやっていることを理解できるのでしょう
ね。デミング博士が晩年になって田口の損失関数が世界でベストだといっ
ていましたが，同じことが言えますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
426．Re: たまには読書感想
名前：mizgi 日付：8月27日(火) 14時47分
まだ残暑が続いていますね。
『石橋を叩けば渡れない』は絶版のようですが，同じ出版社から『石橋を叩
けば渡れない。西堀流創造的生き方』が1999年3月に出ているので，近所
の書店に注文しました。
届くまで２週間ぐらい掛かるとの事。今から楽しみです。
それまで『燃えよ剣』『国盗り物語』など読み返して待つ事にしましょう。
436．Re: たまには読書感想
名前：mizgi 日付：9月4日(水) 12時14分
Jajan様
『石橋を叩けば渡れない』が予約先の本屋に先日届きました。
早速ページをめくっています。
本との出会い，人との出会い，これらも大切にしていきたいです。
良い本の紹介，ありがとうございました。

377．第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人

日付：8月3日(土) 23時40分

今年の大会の金賞受賞の「テーラードブランク工法における溶接の機能性評価」
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の標準SN比による最適化において，母材をN0にしてSN比評価していましたが，母
材というのは目標値であってチューニングの時に考えればよいことであって，SN
比評価の時には初期条件N1をN0と考えるかN1とN2の平均値をN0と考える方が
よいと思いますが皆さんはいかがお考えでしょうか。しかも，今回の引張試験の評
価では母材の伸びを測っているのか溶接部の伸びを測っているのか分かりませ
んね。溶接部の両端をはさんで測れば溶接部の評価になると思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
378．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Jajan 日付：8月5日(月) 10時22分
KaZZ先生
何をN0とするかが標準SN比では重要ということは頭では分かっているので
すが，実際の例では？？？の私ですが。
このテーマの将来的戦略を考えると，テーラードブランクの本領である異材
／異板厚材接合にいたるわけです。
すなわち，母材そのものが自然界に存在しないことになります。
その意味からいうとN０は母材ではなく，N1,N2の平均値としておき，
母材特性へむけへチューンアップするというアプローチの方がBetterかと私
も思います。
また，KaZZ先生のおっしゃるように，どの部位を評価したいのかも重要とな
います。この部材のプレス性までみるのなら溶接部だけの伸びでは充分で
はなく，母材の伸びをきちんとはかれる方法を考えるのがbettreかな？
379．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月5日(月) 10時53分
Jajanさん
ご賛同のご意見ありがとうございました。
田口先生がこれでよいといわれたから，と考えておられる皆さんはあまりに
も自主性がないと思います。あの時も私はおかしいと申し上げました。母材
をN0にしたものの利得の再現性が一番よいからという理由らしいのです
が，機能性の評価を考える場合の標準条件が母材というのは納得いきま
せん。テーラードブランク加工は窓枠などを打ち抜いた材料の無駄を省くた
めに，それらを再利用して大きな鉄板を造る加工らしいですね。そのため
に，母材と同じ強度の物にしたいと考えているようですね。それにしてもN0
を母材にするというのはおかしいですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
380．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Tetsu 日付：8月5日(月) 12時8分
私もあの事例には疑問があります。大会論文集のβ結果を使って要因効
果図を書いてみたのですがほとんどSN比の傾向と同じでした。結果だけを
見ると目標値をN0にしたSN比はβによる目標合わせこみと本質的に変わ
らないように見えます。だとすると合わせこみ手法としてこの目標SNとβの
どちらを使うべきかという問題となるわけですが、私は合わせこみはβを使
う方が良いと考えます。あのｹｰｽでは計測値は必ず目標以下ですから結果
的に問題は無かったと思いますが、目標よりも大きな計測特性値が存在す
る場合に目標値N0のSNが適用できるのか疑問があります。やはりN1N2の
SN比とβによる合わせこみが本筋ではないでしょうか。この事例は誤差因
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子に対する安定性と目標への合わせこみを分離する2段階設計とは違うｱ
ﾌﾟﾛｰﾁと考えます。
一方、ﾉｲｽﾞによる非線形はSN比として改善するという立場から考えると目
標をN0とするSNは妥当とも言える訳ですが、このｹｰｽでの目標からのずれ
はﾉｲｽﾞなのかどうかも論点になると思います。
381．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：西村 日付：8月5日(月) 22時21分
こんにちは。こちらへは初めての書き込みです。
私は、この発表は、目標とする母材と同じ強度（単なる破断荷重でなく、荷
重－伸び線図が同じ）を得る条件を見つけたことがすごいと思うのです。
しかも、ＳＮ比の利得も大きく、再現性もよいと言うことから、ほぼ間違いの
ない溶接条件を見つけられたものと思います。
確かに、品質工学の汎用性という面から見れば、Jajanさんの仰るように母
材が存在しない場合にどうするかという問題点もあります。
異材／異板厚材接合の理想状態を考えれば、ａ，ｂを接合するなら、ａとｂを
別々に引っ張り強度を調べれば溶接時の理想的な引っ張り－伸び特性は
推定できると思うのです。
それよりも、再現性が悪いＮ１を標準状態にする方がよいというのが理解で
きません。
むしろ、現行の標準ＳＮ比の計算が、荷重ゼロで切れてしまった方がＳＮ比
が大きくなってしまうことが問題だと思います。
Ｎ１または、Ｎ１とＮ２の平均をＮ０として、再現性がある方法が見つかれ
ば、汎用性からもすばらしいことだと思います。
382．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月5日(月) 23時59分
西村さん他の皆さん
このように議論されることは大変結構なことです。
そもそも，標準SN比で評価する場合，SN比だけで最適条件を考えるので
はなく，β1=1,β2=0,場合によってはβ3=0になるような制御因子でチューニ
ングした後で最適条件を決めるのが正しいと思います。
この事例でも，あくまでも母材は目標値と考えて，標準SN比はN1とN2から
求めてから，母材にチューニングする方が汎用性のあるやり方だと思いま
すがいかがでしょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
383．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月6日(火) 0時22分
ALL>
日産の茂木さんから下記のメールが入りました。
メールいただきました「テーラードブランク‥‥」の件，私は事例には直接関
わっておりませんでしたが，同じ部署の者が実施した事例で，大会発表す
るにあたって，社内でもかなり論議しました。
①N0（標準条件）を母材とすることについて
事例実施当初は，信号をN1（溶接品初期データ）とするのか，N1とN2(溶接
品劣化後）
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の平均値とするのか，といったことを論議していたのですが，データの散布
図を見ながら，ある疑問（心配）を感じました。
それは，こうした標準SN比の考え方で，まずSN比を高めた場合，溶接状態
は極めて悪く，極端な場合，N1，N2ともに引っ張ったらすぐ破断してしまう，
いわゆる低値安定の条件も，SN比としては良い条件として選ばれる可能性
があることです。
その場合，つぎにその条件をベースにβ1，β2によるチューニングをしよう
としても，チューニング不可能な（チューニングでどうこうなるようなモノでは
ない）状態になっている可能性があるのではないかということです。
標準SN比の場合の最適条件は，β1，β2によるチューニングも含めて最
適条件を選定するので，上記の心配はそのチューニングによって無くなる
はずだとは思うのですが，自分たちの理解も浅く，何となく不安でした。
それに対して母材を信号にすれば，上記の不安は無くなりそうだと考えまし
た。
ただ，純粋にN1，N2間のばらつきと，感度（特性）のチューニングを分離し
た標準SN比の考え方からは外れるようにも感じました。
これについては，田口先生にも指導していただきましたが，先生の結論は，
「N0（信号）は，母材で良い。」でした。
その理由は，目的は母材同等の特性であり，それに対しては溶接後のN1
もN2も誤差であり，標準条件は母材であるとのことでした。
我々が考えた理由とは，異なりましたが。
‥‥こう言われると，わかったような気もするのですが，「標準条件」をどう
考えるかということについて，非常に難しく感じております。
なお，大会発表論文の中で，評価方法（解析方法）の比較を行っており，す
べて同一の条件（母材をN0とした場合の最適条件）で再現性を比較してお
りますが，個人的には各評価方法毎に最適条件を選定した上で（β1，β2
によるチューニングも行ってから），比較した方が良いと考えています。
②引張り試験方法について
可能な限り，溶接部を評価できるようにしています。
具体的には，引張り試験時にテストピースのチャック位置をできる限り詰め
て，溶接部を評価しています。
論文に掲載の絵では，誤解を招きかねませんが，実際には上記の対応を
しており，テストピースは，溶接部もしくはその近傍（熱影響部）で破断して
おります。
考え方として，非常にシンプルだと思っていた標準SN比ですが，やはりそう
そう簡単なはずはなく（？），まだまだ勉強が必要だと感じています。
http://homepage2.nifty.com/khara/
384．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Tetsu 日付：8月6日(火) 18時4分
この事例では目標値をN0とすることで破断領域ﾃﾞｰﾀを生かして上手く処理
しています。しかし目標N0のSN比でなくてもβの合わせこみでほぼ同じ結
果が得られると思います。しかもβの方が合わせこみ方法としては汎用性
が高いとすればこの事例でも目標への合わせこみはβを使用し、SN比は
N1とN2を使った方がより多くの技術情報が得られる点でベターではないで
しょうか。
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385．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月6日(火) 18時42分
Tetsuさん
貴方の仰るとおりです。
関西の研究会でも同じ結論でした。
http://homepage2.nifty.com/khara/
386．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：はまや 日付：8月7日(水) 6時48分
ＫａＺＺ先生。初めて書き込みします。
標準ＳＮ比では、標準条件で機能が成り立っているのが前提ではありませ
んか、私はそう理解しています。
そのため、この事例では初期条件で既に破壊するものがあるのだから、こ
れを標準条件とするのは間違っていると思います。母材であれば、標準条
件で機能が成り立っているので、この出力を信号因子とするのは素晴らし
い発想と感心しました。
この場合、Ｎ１，Ｎ２の出力が標準条件の出力より小さいため、ＳＮ比の傾
向とβの傾向とが一致したのは当然だと思いますし、それで良いと思いま
す。
標準ＳＮ比における標準条件とは単に強制ノイズを与える前、例えば初期
条件や劣化試験前などではないと理解しています。
基本的に標準条件では機能が成り立ってなければならない。そのため、制
御因子の水準を大きく振って、標準条件で機能しなくなるようではおかし
い。
こうなれば低値安定、機能しないからばらつかないとなります。
標準条件でちゃんと機能を果たし、Ｎ１、Ｎ２でこの機能がばらつき、各制御
因子の水準を上手く組み合わせることによってこのばらつきを抑える。これ
が標準ＳＮ比による最適化と理解しています。
387．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：はまや 日付：8月7日(水) 7時23分
先ほどの書き込みにミスがありました。
>そのため、この事例では初期条件で既に破壊するものがあるのだから･･･
初期条件ではなく、劣化前つまりＮ１の条件です。
388．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月7日(水) 10時24分
All>
標準SN比についてたくさんの意見が出て結構なことだと思います。
私が申し上げたかったのは，標準SN比に対する理解が未だ不十分で，ノイ
ズと信号の完全分離した場合の「最適条件の考え方」が定着していないた
め混乱を招いているように思います。SN比の問題とチューニングの問題を
合わせて最適条件を考えるべきで，ノイズだけで最適条件を決めることは
出来ない筈です。田口先生が20世紀型の最適条件と21世紀型の最適条件
は違うのが当たり前で，利得の再現性が高いのが最適条件だと仰っておら
れますので，最適条件とは何かを明確に定義する必要があると思います。
これからもこのような議論は必要だと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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389．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：西村 日付：8月7日(水) 23時56分
標準ＳＮ比は、まずＳＮ比を改善して、それから標準状態でチューニングで
目標値に合わせ込むものと思っています。
SN比の問題とチューニングの問題を合わせて最適条件を考えるというのは
よく理解できません。
（言葉尻だけとらえている様でしたらお許し下さい）
20世紀型の最適条件と21世紀型の最適条件は違う というのも、２０世紀
型では本来信号の効果である非線形性をノイズとして扱ったために誤った
ＳＮ比（最適条件）を求めていた。２１世紀型で求めたものが、本当の最適
条件である、というように解釈しております。
私の疑問は、標準ＳＮ比ではノイズによる効果（Ｎ）は評価されているが、信
号による効果（Ｓ）がＳＮ比の計算に含まれていないのではないか というこ
とです。
（学会第２会議室での議論が尻切れになってしまって申し訳ありません）
非線形も含めて信号の効果をＳに、ノイズの効果をＮにしたＳＮ比が定義で
きれば、ＳＮ比最大を最適条件として、Ｎ１もしくはＮ１，Ｎ２の平均をＮ０とし
た解析でもうまくいく、汎用性のある方法になるのではないかと考えていま
す。
そうすれば、小さな荷重で切れてしまうようなものは、従来ＳＮ比の感度が
小さいことに相当し、ノイズの効果（ばらつき）が小さくても感度が低いとＳＮ
比は小さくなるという、本来のＳＮ比になると思います。
（それなら、どういう風にＳＮ比を計算するのだ？という疑問に答えられない
アホな私です。お助け下さい。）
390．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月8日(木) 10時54分
西村さん他の皆さん
今までの例ではこれが正解と決め付けるのが困難ですね。Y先生は「時
間が解決するよ」といわれているようにたくさんの事例で経験するしかない
のかもしれません。
他社比較などの機能性の「評価」では利得の再現性が不要だから信号と
ノイズを含めたSN比で行い，機能性の「改善」では利得の再現性が重要だ
から，ノイズのみで行い，目標値への調整のみ信号で行うという21世紀型
の「最適条件とは何か」ということが引っかかっているのです。
どうやら田口先生の最適条件とは「目標値へ合わせる前の利得の再現性
が最大になる」という解釈ができそうです。そうなると，20世紀型SN比はす
べて誤りだ」ということになります。今回の母材を標準条件にするSN比は
「利得の再現性が高い」から適切な標準であるというのでしょうが「汎用性」
は低いと思います。ノイズと信号の「完全分離の2段階設計」の例としては
適当ではないと思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
391．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：はせべ 日付：8月9日(金) 13時4分
Kazzさん、皆様、お久しぶりです。
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毎月前半は外出が多くこの掲示板をほとんど見れないのですが、今日は
夏期休暇前なので、時間が空きました。久しぶりに覗いてみたら、議論が過
熱していたのでびっくり。
いまさら言うのも遅いのですが、一言。改めて読み直してみました。確か
にKazzさんの言うとおりおかしいですね。
最適条件での実験結果を見ると、溶接部が母材より丈夫ならこんなデータ
になるなという形をしてます。茂木さんが指摘してますが、｢低位安定｣を防
ぐために、目標値を標準条件にしたということですが、まさに溶接部が母材
より丈夫であるつまり目標値からのズレの望小(またはゼロ望目)の解析に
なっています。
それにしても、この掲示板のすごい所は、大会の実行委員長であるKazz
さんが、大会の決定に異論を唱えている所･･･。｢当たり前じゃないか｣との
声が聞こえそうですが、当たり前じゃないでしょう。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
392．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：いしの 日付：8月13日(火) 14時31分
さて、この件は、kazz先生の仰るとおり、何を測っているかよく分かりま
せんね。
図６を見てみると、初期条件はＮ１だと母材より強くなっているのに破断
もする、最適は破断がみられない、こうゆうことってあり得るのでしょう
か？
あと、原則としてチューニングが必要なのは、少なくとも平均曲線は目標
曲線に合っていないと機能が成り立たないという場合だと思います。本事
例の場合は、どうでしょうか。母材と同じカーブが必要なら初期条件にも
そうなるはずです。ところが今の場合は全く違っています。たぶん、こう
ゆう場合に最適でのチューニングは考えるかと思いますが初期条件は考え
ないでしょうね。つまり全く違う２条件を評価して改善したということに
なるのだと思います。母材が目標というのも何か違うような気がしますが
結果が良かったのでしょうね。（標準ＳＮ比の思想は、使用条件などのノ
イズ下でのばらつきがないこと。）
393．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月13日(火) 14時53分
いしのさん
夏休みではないのですか。こんな問題は忘れて英気を養ってください。
>標準ＳＮ比の思想は、使用条件などのノイズ下でのばらつきがないこと。
ここで問題になっていることは，母材が標準条件になっていることです。いし
のさんの仰る通り，ノイズの効果と信号の効果は完全に分離して考えること
が標準SN比の思想だったはずですが，機能性の評価とチューニングの両
方に母材があるということは「完全分離の2段階設計」としては矛盾するわ
けです。機能性の評価における「標準条件とは何か」という議論が続くと思
います。暫く静観です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
394．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
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名前：いしの 日付：8月13日(火) 16時38分
kazz先生、夏休みは、先々週に終わりました。
あと、明後日から盆休みに入ります。
懐が寂しく、休みばかりだと本当に苦です。
>暫く静観です。
同感です。
401．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：いしの 日付：8月15日(木) 13時27分
kazz先生が「暫く静観」とのことで同意してしまいましたが一言をば、
皆さん、「標準ＳＮ比」におけるノイズをどの様に理解しているので
しょうか。
私も現在、シミュレーションにて「標準ＳＮ比」を計測器の回路設計
に適用中ですがどうもしっくりこなく、中断してしまいました。
その理由に、このノイズは、例えばラジオの音量ボリューム（可変抵
抗器）なのでは？と感じ始めたからです。音量ボリュームを大きくし
た場合は、ノイズは大きく、小さくした場合は小さくなりますよね。
ここで、私は、「あれっ？」と思った訳ですが従来のＳＮ比は信号に
対する感度の大きさが勘案されていたので、チューニング後の安定性
の評価となりましたが「標準ＳＮ比」は、音量ボリューム（可変抵抗
器）が違った条件でノイズを比較するようなもので、チューニング後
のＳＮ比とは考えられなくなりました。
私って、頭がおかしいのでしょうか。（某Ｙ教授に「おかしなことを
言って私を困らせるな」と叱られそうですが）
402．計測器の回路設計
名前：Kazz@管理人 日付：8月16日(金) 9時53分
いしのさん
お盆の真っ最中ですが熱心ですね。
このテーマは項を改めた方がよいのですが，標準SN比の延長で議論して
みたいと思います。
この回路の機能は何をとられたのでしょうか。ラジオの音量ボリュームであ
れば，目的機能は抵抗値と音量の関係ですか。私の考えでは可変抵抗で
あれば抵抗値は標示因子と考えて，入力電圧と出力電流を基本機能（目
的によって異なる）と考えて評価した方がよいのではないでしょうか。勿論，
抵抗値と音量の関係でも評価できますが，回路の安定性であればエネル
ギーに比例するものを取られたほうがよいと思いますがいかがでしょうか。
標準SN比の問題は「何を評価すればよいか」のお答えの後にしたいと思い
ます。
http://homepage2.nifty.com/khara/
407．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Jajan 日付：8月19日(月) 18時58分
ALL>
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皆さんの真剣な議論に感動しております。
ここはKaZZ先生のおっしゃるように問題を整理しないと収拾がつかなくなり
ますよね。
まず，「標準SN比の意味」について，と，「真に評価するものは何か」の議論
を分けて考えてみたいと思います。
ここでは前者の「標準SN比」の生まれてきた背景について自分なりに考え
てみることとします。
２１世紀という言葉に惑わされず「標準SN」比が生まれてきた背景をよく考
えると，
（１）非線形特性を何とかして機能評価したい。
（２）SN比向上問題とチューニングとを切り離し
今まで以上のスピードでパラメータ設計をする。
（３）誤差因子をたくさん取り込んでも，
簡単によりロバストな最適条件を見つけたい。
等が，考えられます。
この事例の場合は（１）（３）については皆の参考になる事例だと思います
が，（２）の問題について旧来の方法論をとってしまっているため，
KaZZ先生のおっしゃる汎用的な事例にならないということではないでしょう
か？
細かい計算式のことはまったく分からない私ですが，「アドバイス方よろしく
お願いいたします。
408．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：Kazz@管理人 日付：8月19日(月) 22時43分
Jajanさん 他の皆さん
夏休みは終わりましたか。またいろいろな問題を提議してくださいね。
問題を解くという立場であれば大変上手い方法だと感心したのですが，ノイ
ズの効果と信号の効果の「完全分離の2段階設計」の立場で考えた場合，
機能性の評価はノイズだけで考えて，チューニングは母材を目標値にして
最適化設計をするのが妥当ではないかと考えているのです。
日産の茂木さんにお願いして，もとの生データを提供してもらって解析をや
ってみたいテーマですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
409．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：西村 日付：8月19日(月) 23時57分
信号の効果とは、入力に対する出力が何かしら’ある’ことと考えています。
これは、目標値とは別問題です。
ノイズの効果とは、ノイズがないときの出力と、ノイズがあるときの出力の差
（の２乗和）と考えています。
従って、標準ＳＮ比におけるＳＮ比の計算も、（信号の効果）／（ノイズの効
果）で計算すべきと考えています。
信号の効果を無視してしまうと、ノイズの効果は小さいが、出力もほとんど
ゼロ（低値安定）となり、チューニングどころではありません。
但し、ここでいう信号の効果とは、目標値とは異なっていてもかまわないも
ので、ＳＮ比を改善してから目標値にチューニングするもの
というのが標準ＳＮ比と解釈しています。
ただ、現在の標準ＳＮ比の計算方法では、この信号の効果がうまく表現で
きず、そのため’出力が大体同じになるようにして解析する’とか、’感度を
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補正して解析する’などが必要になってしまっているものと思います。
410．Re: 第10回大会の金賞受賞テーマに異論あり
名前：いしの 日付：8月20日(火) 8時59分
kazz先生の仰るとおり、標準ＳＮ比とＭＴＡについては別枠を設けた
方が良いかもしれませんね。(^^;
西村さんの仰るとおりだと思っています。
標準ＳＮ比の最適条件は大体、出力が出ない条件になるから、任意の
目的にチューニングするのが困難になるし、チューニングしたらＳＮ
比も変わりますよね。また、何かしらの解が出ますが最適化なのかど
うかの保証はないと思っています。
ただし、実験条件による出力差がないか、感度が小さい方がいい場合
は標準ＳＮ比でも問題はないと思われますが、標準ＳＮ比に拘らなく
とも２０世紀型で十二分に解析できるということです。
私が危惧していることは、猫も杓子も標準ＳＮ比を行い、チューニン
グ主体設計（もぐらたたき）に戻ることを懸念しているのです。
（これが可変抵抗器と比喩した理由です）

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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2002年09月 の投稿ログ
500．ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人

日付：9月26日(木) 12時7分

10月4日の㈱マツダの企業交流会が近づいてきましたね。
Jajanさん マツダにおけるＱＥの取組みを拝見するのを楽しみにしています。
私が当日お話します内容の概略は下記の通りです。これは私の理想像であって，
なかなか到達できない世界です。技術者だけでなく経営者も管理者も高い理想を
掲げて改革をやり遂げていただきたいと願うばかりです。
１．“顧客が満足する”ことと“自然環境に負荷をかけない循環型テクノロジー”の
物造りができる技術者
２．“システムの創造”と“システムの評価”が両立してできる技術者
３．“企業の利益”と“社会的損失”を同時に考えられる技術者
http://homepage2.nifty.com/khara/
501．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：mizgi 日付：9月26日(木) 12時37分
参加できなくて誠に残念です。
次回の交流会には是非！ と思っています。
502．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：9月26日(木) 14時11分
mizgiさん
今回の交流会は貴方にとっては，またとない絶好の機会だっただけに残念
でしょうね。交流会の様子は品質工学誌やこの掲示板でも話が出るでしょう
から楽しみにしてください。
私が首題のようなテーマで話をしようと考えたのは，技術者がサラリーマン
化して，上司のご機嫌ばかり気にして，目先の問題や手法にこだわって目
的を考えない姿に我慢が出来なかったこともありますが，経営者や管理者
の目に余るだらしない行動に憤りを感じたからです。
田口先生の代役は到底務まりませんが，別な角度で企業の責任者に猛省
を促したいと考えています。
先ほどのテレビで，上海の企業家が話していましたが，将来は上海だけで
日本に対抗できると豪語していました。まさに恐るべしですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
503．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：mizgi 日付：9月26日(木) 14時47分
海外に留学して『みっちり』勉強してきた若者がどんどん中国に帰ってきて
活躍していますね。上海は我が社も緊密な関係のあるところですが，活躍
するフィールドがあるというのは素晴らしいい事ですし，羨ましくもあります。
『だらしない』のはきっと経営者や上司ばかりでなく，今までの体制に甘えて
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きた側も同様だと感じます。
上海の若き技術者に負けないよう『ほんまもんの技術者』目指して精進しま
す。
504．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Jajan 日付：9月26日(木) 15時13分
KaZZ先生
原節を期待しております。
よろしくお願いいたします。
505．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：9月29日(日) 11時46分
Jajanさん
プロの技術者や管理者はたくさんいるのですが，必ずしも品質工学の手法
をご存知ないけれど立派な成果を出している方は多いと思います。
それは，品質工学と同じような思考で，モノ造りをやっているからだと思いま
す。何も品質工学の手法を使ってやることだけではないと思います。「ほん
まもん」の追求をお互いに考えて推進しましょうね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
506．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：9月30日(月) 10時22分
「ほんまもんの技術者とは？」を整理してみると下記の３条件になりました。
１．“顧客が満足する”ことと“自然環境に負荷をかけない循環型テクノロジ
ー”の物造りができる技術者であれ
２．やり直しをせずに“成果”を出す技術者であれ（開発期間の短縮）
３．“社会的な損失”を少なくして“企業の利益”を確保する技術者であれ
http://homepage2.nifty.com/khara/
509．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Tetsu 日付：10月1日(火) 23時6分
QEは理想論であると批判的に言われたことがありますが反対はしません。
問題は現状の根性論と妥協ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄと比べてどちらが良いかということだと
思います。理想を目指して技術開発を行うのと妥協を目指して技術開発を
行うのでは結果に大きな違いが出てくるはずです。理想を目指す過程でｼｽ
ﾃﾑ変更が必要になるｹｰｽも多いと思いますがそれができない技術者が多
いですね。個々の技術へのこだわりが障害になっていることが多いです。
一つのｼｽﾃﾑを長期間開発していると駄目でしたとは言えない状況になって
しまうのです。ほんまもんになるためには技術に対する素直さというか潔さ
みたいなものも必要ではないでしょうか。
510．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月1日(火) 23時40分
Tetsuさん

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200209.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

3/33 ページ

その後上司や周りを取り込んでやっていますか。
>理想を目指して技術開発を行うのと妥協を目指して技術開発を行うので
は結果に大きな違いが出てくるはずです。
このことは，このやり方で成功したものしか分からないのではないでしょう
か。私が接している技術者の多くは問題解決型ですから，あるべき姿を描
いて問題を解決することに半信半疑なのです。
>一つのｼｽﾃﾑを長期間開発していると駄目でしたとは言えない状況になっ
てしまうのです。
現役時代に同じテーマを8年間やっていて，結局は温度に弱いという結論で
研究を中止した技術者がいましたね。つまらん面子にこだわっているので
す。
http://homepage2.nifty.com/khara/
511．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Tetsu 日付：10月2日(水) 22時15分
＞同じテーマを8年間やっていて，結局は温度に弱いという結論で研究を中
止した技術者がいましたね。つまらん面子にこだわっているのです。
並の研究者であれば目新しいﾃﾞｰﾀを数年間出し続けることは可能でしょ
う。８年間も筋の悪い技術を社内に留めたことは最悪ｹｰｽを防いだとも言え
るのではないでしょうか。研究者の面子のために筋悪技術を市場投入して
しまえば事業の存続すら危うくなりますから。新規技術に挑戦しなければな
らないこれからの日本にとってこれは重大な問題になると思います。新規
技術のﾒﾈｼﾞﾒﾝﾄに積極的にQEを利用することで上流部門の開発効率が飛
躍的に向上すると期待しています。
512．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：ヒロ 日付：10月3日(木) 18時16分
技術者の仕事は目的を達成するするのに必要な機能および技術手段を考
案することだと思っています。
ＱＥは単なる作業であって、技術者の仕事とは思えませんが、如何でしょう
か。
言い方を変えれば、標準条件で機能する技術手段を考えるのが技術者の
仕事で、その回りで２１世紀型ＳＮ比で評価し機能の安定性およびチューニ
ングをするのは・・・誰でもいい？
513．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月3日(木) 18時33分
ヒロさん
>言い方を変えれば、標準条件で機能する技術手段を考えるのが技術者の
仕事で、その回りで２１世紀型ＳＮ比で評価し機能の安定性およびチューニ
ングをするのは・・・誰でもいい？
ヒロさんがどのくらいの技術者の経験をお持ちかは存じませんが，このよう
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に割り切って技術開発ができるのでしょうか。確かに，コンピュータを扱って
データ解析くらいは誰でもできると思いますが・・・
>ＱＥは単なる作業であって、技術者の仕事とは思えませんが、如何でしょ
うか。
ＱＥを何と心得ているのでしょうか。貴方の真意が読めません。貴方が管理
者や経営者になったときもそのように考えるのですか？
http://homepage2.nifty.com/khara/
514．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：いしの 日付：10月4日(金) 8時33分
ヒロさんは、品質工学会員のお方でしょうか？
私は、ヒロさんのような技術者に対して、如何にＱＥ哲学を
知って貰えるか日々奮闘しております。
515．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：mizgi 日付：10月4日(金) 11時43分
ヒロさん
あなたの仰る『作業』の定義は何ですか？
品質工学を勉強し，実践し，迷い，悩み，そして前へ進もうとしている私は
『作業』しているだけなのでしょうか？
そして，あなたは技術者なのですか？
516．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月5日(土) 10時57分
昨日はマツダさんで企業交流会がありましたが，大講堂に５００名の参加者
がありましたが，殆どがマツダの社員の方たちで熱気に包まれていました。
発表された内容のレベルの格差が大きすぎて品質工学大会とは違ったも
のでしたが，日本企業における現状の縮図を見ているような感じでした。
ヒロさんも指摘されていますが，ＱＥは手法としか考えていない技術者が多
いということです。過去に出版された本の私の実験の丸写しとか，機能など
全く理解していないＳＱＣレベルの「紛い物」の発表とか１０年前に遡ったよ
うな感を受けたのは私だけではなかったと思います。これも私達指導者の
責任だと強く感じました。
マツダの担当副社長が仰っていた「無為難題を押し付けた」ことに対して
Jajanさんたち技術者が真剣に考えて短期間に到達した姿には敬意を表し
ます。有言実行も大切ですが不言実行ができれば「ほんまもん」ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
517．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月5日(土) 11時0分
先ほどの副社長の発言で「無為難題」は「無理難題」の誤りでした。
http://homepage2.nifty.com/khara/
518．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Tetsu 日付：10月6日(日) 21時6分
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ﾋﾛさん
機能を実現するための手段を考案するのは技術者、研究者にとってとても
重要な仕事であることは誰も否定しません。しかしさらに重要なことはその
考案した方式を評価することではないでしょうか。それは技術者、研究者の
義務ではす。それができないのであれば他者に自分の技術の良し悪しを判
断して頂く必要があります。自分が考案した方式の評価ができない研究
者、技術者が私の周りに大勢います。単なるこだわりとか面子のために機
能性の悪い技術を下流に流し事業の存続すら危うくするような事態が現実
に発生しているのです。ﾋﾛさんの会社ではそのような愚かなことが起きてい
なければ良いのですが。横並び競争を終了し個々の技術者が新技術に挑
戦するこれからの日本にとって技術の評価のものさしを考えることが最重
要課題になるはずです。
519．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月7日(月) 0時45分
Tetsuさん
企業交流会はご苦労様でした。
私の講演で申し上げたように，1950年から70年代の私は機能性能を満足
するシステムを考案し勝手に決めた信頼性試験で品質を評価していました
から市場で大トラブルを起こして農家に大損害を与えたのです。現在でも，
ヒロさんのように考える技術者が多いのです。それは彼の責任ではなく，マ
ネージャーの問題だと思います。技術者は機能を満足するシステムを考案
した後で，仮説検証型で目標値に合わせこめば仕事は終わったと思ってい
るのです。機能性の評価の重要性が理解していない技術者が多いので
す。
今回の講演は時間が短くて意を尽くせなかったことが残念でした。
http://homepage2.nifty.com/khara/
520．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Jajan 日付：10月7日(月) 9時18分
皆様
企業交流会ではお世話になりました。
ありがとうございました。
このイベントをトリガーにして当社でも
広くQEのフィロソフィが広がってゆくと確信しました。
今後ともよろしくお願いいたします。
521．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月7日(月) 9時53分
Jajanさん
今回の企業交流会の開催ありがとうございました。
研究発表のレベルには多少問題があったと思いますが，企業交流会として
はマツダさんから多数の方のご参加を得て最大のイベントになりましたこと
を感謝しています。何らかのトリガーになっていただければ幸いです。
マツダさんの車が今迄以上にお客様の満足を得られるように社員の皆様
が頑張っていただくようお祈りしています。
個人的には，MTSを使った衝突防止の安全な車がどこよりも早く開発され
ることを期待しています。
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http://homepage2.nifty.com/khara/
522．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：はせべ 日付：10月8日(火) 12時57分
Kazz先生
企業交流会に参加しました。パネル討論を聞いていて、感じたことを書き
ます。学会誌の読者のページにも投稿しました。
1. ＴＯＰや管理者の理解・･･･井巻副社長は必要ないと言ってました。私は
ＴＯＰは誤差因子だと思います。誤差因子の影響を受けないロバストな推進
方法を考えるのが品質工学的推進法です。
2. 普及をさせたかったら、普及を考えるな･･･が品質工学的。普及を考える
と管理しやすい教育実績や実施例の数などを気にします。しかしこれらは
品質特性ですから、うまく行くはずはありません。
以上に点を考えると、基本機能はなにか･･･ほんまもんの技術者を考えね
ばならなくなりますね。胆識ですかね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
523．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月8日(火) 19時19分
はせべさんへ
私はパネルディスカッションを聞いていてもどかしさを感じました。
皆さん「自信」がないのですね。はっきりと従来のパラダイムの問題点を指
摘して，あるべき姿やありたい姿を述べるべきです。経営者や管理者が部
下の仕事の評価が出来ないことが問題なのです。マネージャーは自分の
働き（役割）を明確にすべきです。貴方の言うように自分以外はノイズです
から，ノイズに強い人間であるべきで，自分以外の人に満足を与える人間
になることが胆識を持つことではないでしょうか。ＴＯＰはありたい姿を示せ
ばよいのであって，具現化するのは部下の仕事ですから，手段など言う必
要はないしむしろ害になりますね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
524．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：タクヤ 日付：10月10日(木) 8時49分
結局品質工学は、技術者によく考えろと言っているだけのように
最近思うようになりました。
その考え方が機能性を考えることだということが・・・
しかしいろいろなテーマを一緒に考えていると、
低コスト化のために、製品形状がどんどんシンプルな構造に
なっていくため、結局寸法公差でばらつきを抑えるしかない
場合が多々あり、品質工学をやる意味があるのか
よくわからない場合があります。許容差設計の有用性が
今一理解できていないからでしょうが・・・・
525．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月10日(木) 9時43分
タクヤさんへ
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>結局品質工学は、技術者によく考えろと言っているだけのように
最近思うようになりました。その考え方が機能性を考えることだということ
が・・・
その通りでして，技術の本質の理解がないまま商品開発に走っている技術
者が多いと言うことです。モノの本質である顧客が満足する機能を考えるこ
とが先決ですね。
>しかしいろいろなテーマを一緒に考えていると、
低コスト化のために、製品形状がどんどんシンプルな構造に
なっていくため、・・・品質工学をやる意味があるのかよくわからない場合が
あります。
パラメータ設計ではシンプルな構造では目的機能の改善は難しいことはご
存知ですね。何でも複雑であればよいと言うのではなく，目的機能を満足す
る範囲で無駄と思われるパラメータが機能性を改善できることが多いので
す。機能性に関係ないパラメータは除外すればよいだけのことです。
>許容差設計の有用性が今一理解できていないからでしょうが・・・・
パラメータ設計で最適条件が求まった後で，品質改善の効果をコストに還
元する作業ですから，他社品や従来品と比較して3db(2倍）ほど品質が良け
ればよいとすれば､後は安い部品を使ってコストダウンに廻す方が経営的
にはベターだと言う判断が出来ます。勿論どちらを優先するかで決めれば
よいことです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
526．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：タクヤ 日付：10月11日(金) 11時21分
kazz先生
どうもご教授ありがとうございます。
先生に相談し回答をいただくと、いつも元気がでてきます。
ありがとうございます。
昨日技術の課長とテーマ相談をしていて、2時間議論しまして
最後に、その課長から「この評価法がうまくいけば今までＫＫＤで決めてい
た
実績があるから採用したという設計者としても実は引っかかっていた
説明を技術的に説明でき、設計根拠がはっきりするな」といううれしい
反応をいただきました。しかし反面なーんだ、品質工学というのは
もっと画期的な手法かと思ったが、いままで言われていた基本に立ち返れ
とか、よく考えろというのを、別の言い方でやっているのだなとも
言われてしまいましたが、・・・
知っているならやれよと思いましたが、そこはグッとこらえました。
例えばシール機能も、シールするとはどいうことなんだろうと
よくよく考えてみると、非常に難しくすぐに回答が出てこず、
今までよく考えていなかった証拠だなと感じた次第です。
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527．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：いしの 日付：10月11日(金) 11時55分
>しかし反面なーんだ、品質工学というのは
>もっと画期的な手法かと思ったが、いままで言われていた基本に立ち返れ
>とか、よく考えろというのを、別の言い方でやっているのだなとも
>言われてしまいましたが、・・・
タクヤさん
私もある日を境にこのことに気が付きました。
品質工学用語を連呼していた時期を思い出すと恥ずかしい。
（この時期は、本当の意味で分かっていなかったのですね）
品質工学を知らない人にも常識で話せば分かってくれるので
すね。
528．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：タクヤ 日付：10月11日(金) 14時21分
いしのさん
こんにちは
<品質工学を知らない人にも常識で話せば分かってくれるので
<すね。
この方は全く知らないという訳ではなく、昔少し自分で勉強したらしい
です。
しかし、ここ2年連続の社内講演会、事例発表会をとおして、徐々に
関心を持つ人が増えてきています。
今度の名古屋で行われるシンポジウムには１０名近く派遣する予定です。
あと興味を持った人には、Y先生の本を回覧しております。
これが結構評判で、徐々に信者を増やしております。
535．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：ヒロ 日付：10月21日(月) 4時48分
この掲示板に書き込まれている皆様、技術者ですか？
もし技術者なら、自分の技術を自分で客観的に評価できているのですね。
なんと素晴らしい。
私は品質工学会員であり、評価に常に品質工学を使っています。
ですが、他人の技術評価であればいいのですが、自分の技術評価となると
どうしてもあまくなります。
ノイズ：使用者の条件と分かっていても、単に劣化の前後一つしかとらない
とか・・・
基本機能：特に出力の計測には今ある計測技術でなんとかならないかと
か・・・
この辺が中途半端だと、要因効果図がSN比＝感度、つまり機能性を評価し
ている振りをして機能をみているだけとなってしまう。
これでは形だけ品質工学を使って評価しましたということになる。
そこで最近は目的機能で標準SN比を使っています。
標準SN比は、標準条件で機能することが前提なので、要因効果図がSN比
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＝感度とはなりませんので・・・
標準条件で機能する技術（制御因子および水準値）を見つけるのが技術者
の仕事、この制御因子の水準値で機能をそこなわず機能性のよい水準値
を決定するのは・・・単なる作業でしょう。
と割り切っています。
536．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月21日(月) 10時25分
ヒロさん
皆さんからいろいろ非難（？）されて大変でしたね。この会議室は何でも発
言されることを歓迎していますから，ＱＥ批判大いに歓迎です。
田口先生は常にご自分で発表されたことを冷静に判断されて改善される方
です。基本的には何も変わっていませんが，評価の精度が高まるように常
に考えておられることが立派ですね。今回の標準ＳＮ比でも従来のＳＮ比に
完全に置き換わるものではないのですが，目的機能や目標値の前後のよ
うに狭い範囲であれば再現性が向上するものです。
>私は品質工学会員であり、評価に常に品質工学を使っています。
ですが、他人の技術評価であればいいのですが、自分の技術評価となると
どうしてもあまくなります。
技術者の評価は上司ではなく，お客様の尺度であるＳＮ比だと常に申し上
げていますが，技術者に限らず経営者や管理者は，お客が何を望んでいる
か。何を望んでいないか。信号やノイズの影響を考えることが大切ですね。
自分の評価が厳しくできるようになれば「ほんまもん」ですね。お客が望む
期待の品質(品種問題）や満足の品質(品質損失問題）を考えた商品を造っ
ていれば不況など関係ない筈ですが，このような商品が少ないので不況が
続いているのでしょうね。
品質工学はシステムの評価技術で開発の効率化には必要ですが，その前
に，「テーマの設定」と「テーマを満足するシステムの選択」に力を入れるマ
ネジメントの充実が企業にとっては重要な課題です。最近企業の指導をし
ていて痛感しています。中間管理者の奮起が望まれる所以です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
537．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Ｋ．Ｈ 日付：10月21日(月) 12時35分
初めて書込みます。書込み方もよくわかったいませんので、違った所に
貼付けたらごめんなさい。
私は品質工学会員で、社内の一事業所で普及推進活動をしています。
１．ヒロさんが再カキコあり、今まで外野見学ながらホッとしています。
皆さん各々に社内で与えられた業務役割も違うし、ＱＥ使う目的にして
も、基本機能にこだわり機能性を考えたがる人、直交表活用による効率
(含、そのシステムの最適化では目標に未達が分かる)を追う人、実験計
画法的に最適条件を見つけたい人etc、違うと考えます。
そのところを明らかにして議論しないと言葉の空中戦になると、社内
で普及活動していても、感じる事がよくあります。
２．少し話はそれるのかもしれませんが、
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私の事業所の技術者には、ＴＱＣでいう｢ねらいの品質(what to make)/
田口先生は品種と分類した？｣と｢できばえの品質(how to make)/田口
先生は品質と分類した？｣を考える役割を持たされております。
そして、キー部品は外部から調達し、最終製品のアッセンブリ設計を
中心とする私の事業所では｢what to make｣の方が強く求められます。
その中でも、できばえ品質をよくしたり、検討期間を短縮するために
ＱＥも使っています。(誤差因子もない実験計画法の直交表実験でも
やらないよりはましと思い、受入れて進めています）
ＱＥを普及するという事は、こちらからも歩み寄ることだと感じて
います… 皆さんはどのようなご意見をお持ちでしょうか？
538．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月21日(月) 12時55分
K.Hさんこんにちは。Kazzも同じKHです。
>初めて書込みます。書込み方もよくわかったいませんので、違った所に貼
付けたらごめんなさい。
ＱＥのことならここでいいですよ。間違いは気にせずどんどん発言してね。
>そのところを明らかにして議論しないと言葉の空中戦になると、社内
で普及活動していても、感じる事がよくあります。
その通りですね。「何のために」を考えて目的的に行動することが大切です
ね。
>ＱＥを普及するという事は、こちらからも歩み寄ることだと感じて
います… 皆さんはどのようなご意見をお持ちでしょうか？
その通りですね。ただ，実験計画などをやっている方を見たら，何のためか
を聞いて，因果関係などは後の機能設計や許容差設計のときにでもやれ
ばよいことですから，ＱＥの機能性の評価へ上手く誘導してあげることが大
切ですね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
539．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Tetsu 日付：10月21日(月) 23時29分
>この掲示板に書き込まれている皆様、技術者ですか？
>もし技術者なら、自分の技術を自分で客観的に評価できているのですね。
な>んと素晴らしい。
>私は品質工学会員であり、評価に常に品質工学を使っています。
>ですが、他人の技術評価であればいいのですが、自分の技術評価となる
とど>うしてもあまくなります。
企業に勤める技術者が自分の技術の限界を客観的に把握し素直に報告す
ることは難しいですね。私の場合はたまたま駄目な方式に拘るよりも新しい
方式にﾁｬﾚﾝｼﾞすることを良しとするﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄが実現しました。QE導入しても
最初は失敗の連続で方式選択を５回６回と繰り返しました。これでいけると
実感できたのは最後の一瞬だけです。周囲から見るとQEやっても解決しな
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いとか粘りが足りないとか思われていたはずです。しかもQEで行けると判
断した方式は専門家から見ると最も非常識な方式だったために量産するま
では誰もその判断を信用してくれませんでした。そこを支えてくれたのは情
熱的にご指導してくださったY先生とそれを後押ししてくれた当時の専務で
す。
このような特別な環境が整わなくても失敗を恐れずにQEを使って自由に新
技術開発ができる環境が理想ですね。それが実現できれば本当に日本を
救えるかもしれませんね。
544．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：はせべ 日付：10月23日(水) 12時41分
しばらく見なかったら、すごい書き込み量ですね。ほんまもんの技術者と
いう設定は当ったようです。
基本機能をはじめ品質工学が主張していることは、以前から言われてい
ること･･･私もそう思います。要するに当たり前のことを言ってるのです。
基本機能について私は「イチローだって、自分のプレーに集中すれば良
い結果が生まれるのあって、結果を目標にしているのではない、と言ってる
よ。」と説明します。一流のプロは同じことを考えてるのだから、我々も技術
のプロになるのだったら、プロセスを重視しなければね。周りの雑念（品質
特性）にとらわれず、本質的なところだけを見つめるのが、ノーベル賞を取
れる秘訣ですよね。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
547．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：ヒロ 日付：10月23日(水) 17時28分
>皆さんからいろいろ非難（？）されて大変でしたね。この会議室は何でも発
言されることを歓迎していますから，ＱＥ批判大いに歓迎です。
私はＱＥを批判したつもりはありませんが。
書き方が悪かったのでしょうか（更に悪い書き方を）。
ＱＥは技術そのものではない、技術を評価するもの。
技術者の仕事の多くが評価に時間を要している。これを合理化する一つの
手段がＱＥと理解しています。
しかし皆様既に御承知のように、ＱＥは簡単では無い。基本機能は、ノイズ
は、SN比の計算方法は、などなど（そのために学会、研究会があると理解
しています。なお、このことを作業と言ったつもりはありません）。
これを技術者がやるのであれば、結局評価に時間がかかり、技術（システ
ム選択、制御因子およびその水準の設定）を考える時間がなくなってしま
う。
この技術は、基本機能はこれ、ノイズはこれ、出力計測はこれ、SN比はこ
れと決まれば、それに沿って評価するわけだから、これは作業でしょう。
技術の評価を作業化できれば合理化になる。
作業なら別の人にやってもらいたい。
その分、本来の技術者の仕事ができるのだから。
それとも、技術は海外から持ってきて、日本はその技術の機能の安定化を
はかり、製品化するのが日本の技術者の仕事ということなのでしょうか。
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550．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月23日(水) 19時44分
ヒロさんへ
貴方が仰るように品質工学は「評価技術」です。これに対して，「専門技術」
がありますが，システムを創造(考案）するのもシステムを評価するのも技
術者の仕事です。例えば商品を設計するときに仕様や寸法などを決めます
が，製造や市場に出したときトラブルがないようにするのが設計者の仕事
でしょう。仕様や寸法の最適条件を決めて設計が終わるのです。設計者は
お客様の使う使用条件（ノイズや信号）や制御因子を選んで設計をしなけ
れば誰がそれらの因子や水準を考えるのですか。制御因子や信号因子や
ノイズを選んで後の実験や解析は設計者の仕事でないという貴方の態度
が問題なのです。実験でデータを取ったり，解析ソフトで要因効果図を作成
する所は新入社員でも出来ますが，データを解析して最適条件を求めて再
現性を判断するのは技術的に良く分かった技術者でなければ出来ないでし
ょう。
品質工学では，設計を行う前に，商品に必要な要素技術や製造技術の技
術開発を行い，技術の蓄積をやるのも技術者の大切な役割です。商品設
計では，それらの技術を寄せ集めて，標準条件で目標値に合わせる編集
設計をやればよいのです。
最近は試作レスでシミュレーションによるパラメータ設計を行うことは単なる
作業とは言わないでしょう。
発明考案は単なるアイディアであって技術ではないのです。アイディアを技
術化するのが品質工学の役割です。
http://homepage2.nifty.com/khara/
551．Re: ほんまもんの技術者とは？
名前：Kazz@管理人 日付：10月23日(水) 20時8分
ヒロさんへ
続きです。
技術者の仕事を整理すると次のようになります。
１．テーマの設定：中間管理層（センタ長や部門長）が決める問題ですから
参画はするが技術者の責任問題ではない。
２．システムの選択：テーマが決まれば技術者が最適なシステム選択をす
ることになる。たくさんのシステムの中から制御因子がたくさんあるシステム
を考案する。
３．システムの評価：機能性の評価を使ってパラメータ設計を行い，最適設
計を行う。この段階で顧客が満足する機能や機能のばらつきを考えるが，
実験計画を立てて実験を行いデータ解析を行うのは単なる作業であるから
必ずしも設計者でなくてもよい。解析の結果を判断して最適条件を求める
のは設計者の仕事である。
品質改善の成果をコスト改善に還元する仕事は許容差設計段階である
が，マネジメントで判断する必要がある。
このように考えていくと，貴方が言う「作業」の部分は少ないと思うがいかが
ですか。
http://homepage2.nifty.com/khara/

485．原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Kazz@管理人

日付：9月22日(日) 14時39分
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本日の新聞の発表では，原発の炉心隔壁（シュラウド）は材料の厚みの半分程度
の深さまで許容するということです。この許容範囲以内であれば問題は起こらない
ということで運転を認めるという事です。ここでいう「許容差」というのが問題で，機
能限界（ＬＤ50で事故が起こる許容限界）から求めたものなのでしょうか。私の解
釈では「機能限界＝許容差」としか考えられないのです。
しかも，ひびの程度は平均値なのか最大値なのかもはっきりしませんし，重要な
部分かあまり問題にならない部分かで，許容差は異なるのが普通です。経済産業
省の原子力保安院がこのようなことを知らないはずがないと思うのですが，皆さん
はいかがですか。この許容差が決まらなければ，装置の交換時期も決まりません
から，検査コストを考えてバランスする最適計測間隔が求まりません。それと同時
に被害が起きた時に損害が最小になる「安全設計」はどのように考えているので
しょうか。
http://homepage2.nifty.com/khara/
486．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：mizgi 日付：9月23日(月) 18時13分
Kazz先生，皆様。
だいぶ涼しくなってきましたね。日本経済は既に秋風が吹いて久しいです
が・・・。
原子力保安院というところがナニをしているところなのか，読んで字の如く，
ではないように新聞報道などを見て感じます。
始めに『稼働』ありき，で話が進んでいえるるようで，やれフランスではどう
いう運営だとか都合のいい話ばかり持ってきて我が国にも適用しようとして
いますね。そんなことだから広瀬隆氏（だったかな）にそんなに安全なら『東
京のど真ん中に原発を造ってみろ！』等と書かれるんですね（古い話しです
が）。
保安院の中にも技術を真剣に追求している人たちがいるはずですが，民間
企業に多くみられるように『技術屋』が下積みのまま・・・なのでしょうか？
報道だけをみると『基準』も『目的』も曖昧で，なんとも不安だけが増幅して
いくようです。
『問題ないレベルである』という点検結果しかでないような『保安基準』に改
悪されていくのでしょう。きっと。
487．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：はまや 日付：9月24日(火) 6時59分
許容差は自分の都合で決めているのがほとんどではないでしょうか？
それしかできない、とか。
許容差は技術の問題？、経営の問題？それとも・・・？
488．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：いしの 日付：9月24日(火) 9時19分
私は、品質工学以前の問題だと思っています。
「オフＱＥを徹底的に行うとオンＱＥは要らなくなる」とある方から
聞いたことがありますが、それはおかしいと思いました。
何故なら、全て人間が絡むのだからです。
人間とは、不完全なものです。
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489．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Kazz@管理人 日付：9月24日(火) 9時57分
はまやさん
>許容差は技術の問題？、経営の問題？それとも・・・？
許容差は技術やサービスも含めた経営問題ですね。出荷規格は相手があ
ってはじめて決まるものですから，社会的生産性(コストと品質損失の和）の
基になる尺度ですね。相手の機能限界が決まらなければ決められません
から，大袈裟に言えば地球規模で考えたものだと思います。
今回のシュラウドの場合でも，地震などで炉心が破壊して地球環境を破壊
することが起こった場合の損害から隔壁の強度やひびの限界を決めること
が大切です。自分勝手の安全係数などで許容差を決めているとしたら大事
故が起こると思います。
いしのさん
>「オフＱＥを徹底的に行うとオンＱＥは要らなくなる」・・・人間とは、不完全な
ものです。
その通りですね。その昔，日経メカニカルの品質工学特集記事で私が「設
計で品質を作りこめば，検査など不要」と言った発言に対して，田口先生は
「検査は要るよ」と仰っておられましたが，私も若気の至りで軽率な発言だ
ったと反省した経験があります。人事を尽くして天命を待つとしたら，これで
大丈夫と言うことはありませんね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
490．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：いしの 日付：9月24日(火) 11時23分
>その通りですね。その昔，日経メカニカルの品質工学特集記事で私が「設
>計で品質を作りこめば，検査など不要」と言った発言に対して，田口先生
>は「検査は要るよ」と仰っておられましたが，
オフＱＥは、理想的な開発・研究なのに対し、オンＱＥは、現実的な処置で
すよね。
お恥ずかしいことなのですが、このことは事例検討を通して最近、分かった
ことなのです。（従いまして、私の過去の論文もおかしな部分があります）
で、Ｙ教授が「品質工学は教えちゃだめだ」との意も分かってきました。
491．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Jajan 日付：9月24日(火) 11時56分
皆様
Δ＝sqr(A/A0)*Δ0
の考え方が浸透すれば
このような場合A0が（リスクを見ると）
膨大なものになります。
そうするとΔは，機能限界Δ0よりも
ものすごく極端に厳しいものとなります。
この式をベースとして，自ずと
「許容差設計」→「システム設計（よりA0を少なくする）」
という，活動に移れるような技術開発，
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そうして求めたΔに基づいてON-QEしてゆく保全設計の仕組みが
今後はますます重要と感じました。
492．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Tetsu 日付：9月24日(火) 23時40分
先日幹部社員対象に損失関数の説明をしましたが簡単には受け入れられ
ないようです。市場ｸﾚｰﾑ率の予測とか歩留まり予測のような目に見える結
果には大変興味があるようですが、改善とか品質ｺｽﾄのﾊﾞﾗﾝｽには注目し
ない方が多いですね。現象とか結果を正確に予測できてもモノとか管理方
法が変わらなければ実態は変わらないことが理解できないようです。
493．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：mizgi 日付：9月24日(火) 23時55分
Tetsuさま，皆様。
私の先輩にも『生産現場』での品質担当経験が長く，現在『本社』の品質部
門に籍を置き活躍している人がいます。
先日その先輩から電話があり，現在の業務の話しになったときに『現場で
やって品質管理って自分たちが決めた公差に入ってるか入ってないかを見
てるだけで，結局コスト管理って事になるんですよね。』と言っても
『・・・・・？』でした。損失関数を理解するのはかなりエネルギーがいると思
います。今までの考え方（＝生き方）をひっくり返されるようなモノですから。
494．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Kazz@管理人 日付：9月25日(水) 0時49分
Tetsuさん
貴方の苦労がよく分かります。
ご存知かもしれませんが，私がFQCの会議室で95/12/11に「もんじゅ」の事
故と品質管理について最初の発言をしてから，00/05/21までの長きに亘
り，従来のパラダイムの方々と議論をしてきましたが，結局は品質工学の
考え方を理解してもらえずに終わってしまいました。その間A4で600ページ
に及ぶ膨大な議論でしたが，全く無駄な時間を過ごしたものだと反省してい
ます。そこで分かったことは，品質工学を信奉する人は科学的に証明でき
ないことを市場における予測として考えていることが理解できないと言うこと
が結論でした。社会的な損失をコストで評価するなって考え方は信用できな
いのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
495．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：いしの 日付：9月25日(水) 8時35分
Tetsuさん
式の説明をしたのですか？
私の経験上、幹部社員対象には損失関数を説明しても分からないと思いま
す。
で、ある先輩から教えて頂いたのですが、式の説明は省き、設備投資をす
れば人件費削減になるなどに例えて説明すれば良いとのことでした。
この方法は、邪道の感がありますが仕方がないと思っています。
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496．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：ヒロ 日付：9月25日(水) 8時55分
品質工学を業務に使い始めて１０年くらいになるけど、
未だに損失関数関連は納得できていない。
Δ＝sqr(A/A0)*Δ0
この式を見ると、単に安い部品は公差を厳しく、
高い部品は緩くていいとしか思えない。
すっきりとした説明を何方かお願いします。
（バランスを取ったでは・・・）
497．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：タクヤ 日付：9月25日(水) 9時42分
損失関数でいつも引っかかるのは、半数以上の消費者に与える損失Ａ０
をどうやって設定するかということです。
部品メーカーの立場からいうと、消費者の損失よりもむしろ
メーカーの信頼とかサービス性などのところが問題になってきます。
これはお金に換算しにくいのです。
損失L自体を相対値と割り切ればよいのでしょうか？
どうしてもお金に換算すると、実態とあっているのかということが
すぐ、目に付きますのでそこで必ずおかしいと言われてしまいます。
この辺はどう考えればよいのでしょうか？
498．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Kazz@管理人 日付：9月25日(水) 10時22分
ヒロさん こんにちは。
>Δ＝sqr(A/A0)*Δ0
>この式を見ると、単に安い部品は公差を厳しく、
>高い部品は緩くていいとしか思えない。
>すっきりとした説明を何方かお願いします。
>（バランスを取ったでは・・・）
これは世間の常識では矛盾する考え方ですね。戦後の「安かろう悪かろう」
時代には，安い商品は品質も悪くて当たり前の考え方が 普通でした。JISを
K7109「プラスチックの寸法許容差の決め方」を制定する時にも､このことが
問題になったのですが，価格が設定された後では，品質損失が価格を上回
るというのは，社会的損失がそれだけ増大するということで理解されたので
す。やさしくいえば，安い商品で相手がトラブルを起こした場合，相手の損
害が大きくならないように厳しい公差にしておくことが大切だと言うことで
す。この考え方の背景には，自分の損失と相手の損失がバランスするよう
に考えていると言うことです。品質工学の基本理念が「顧客や相手が満足
する」ためには，生産者や自分はどうあるべきかを厳しく問うているのです。
http://homepage2.nifty.com/khara/
499．Re: 原発シュラウドの“ひび”の許容差の問題
名前：Kazz@管理人 日付：9月25日(水) 10時41分
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タクヤさん こんにちは。
>損失L自体を相対値と割り切ればよいのでしょうか？
>どうしてもお金に換算すると、実態とあっているのかということが
>すぐ、目に付きますのでそこで必ずおかしいと言われてしまいます。
確かに機能限界を超えたときの社会的な損失などというのは簡単には求ま
りませんが，今のところは割り切って決めるしかないですね。家が燃えたら
5000万円とか人が死んだら年収×寿命の平均値で2．5億円とか決めれば
よいのです。この損害の大きさを技術者が知ることで，自分の開発する商
品の許容差を決めることが大切なのです。今までのように，物理的な定数
や屋内とか屋外で使用するとかで，単純に「安全率」を決めていたことの方
が遥かに問題なのです。ＳＮ比や損失関数というのは絶対値が問題ではな
いのです。お客がどのような状態で使用したかとか，問題が起きた時の損
害の大きさがいくらであったかという事を考えて相対比較で品質の大きさを
求めることが予測では必要なことです。したがって，利得の再現性が問題
になる訳です。しかし，いい加減にA0を決めるのではなく，サービス部門と
相談して，実態に即した平均金額を算出する方がよいのは当然です。
http://homepage2.nifty.com/khara/

475．「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：Kazz@管理人

日付：9月15日(日) 13時52分

田口先生が20世紀の終わりに「20世紀の品質工学は中途半端であったから，基
本機能の機能性の評価は中止して，ＳＮ比は機能のばらつきのみに絞り，2段階
設計に徹することが大切である」と仰って21世紀の品質工学を提唱されました。こ
のことは何も最近の話ではなく，以前から先生の持論であったのです。反りの問
題でも反りはばらつきではなく，後で修正できるから，反りのばらつきが問題であ
る。とか品質工学誌Vol.7No.6のセイコーエプソンの企業交流会のパネルディスカ
ッションで，レンズの評価問題で「何が歪もうと歪ままいとに関係なく,ばらつきがな
くなれば全部補正できるから，補正できるばらつきと補正できないばらつきを分け
ないといけない」と仰っておられます。
当時この記事を読んだ時，分かったような気がしていたのですが，その年の11月
に標準SN比の考えを出された時には全く新しいことを言われたのだと思ったので
す。真の意味が分かっていなかったのです。
476．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：ヒロ 日付：9月15日(日) 19時29分
２０世紀の品質工学では、Sが大きいからSN比が改善されたように見え、肝
心のNを改善できていない事例が多々見受けられた。
このことは、機能性の改善と言いながら、実際には機能の改善だけをして
いることだと思う。ノイズの与え方が不十分とも言える？
２１世紀の品質工学では、SN比に機能は入らないので、ノイズの与え方が
不十分だと上手くいかないと思う。
２１世紀型SN比では出力の小さい方がSN比が大きいというのは、ノイズの
与え方が単に悪いだけではないでしょうか。
477．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
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名前：Kazz@管理人 日付：9月16日(月) 0時13分
ヒロさん こんばんは。
20世紀のSN比の場合，後で調整できる信号の乱れがノイズの効果の中に
含まれていたため，利得の再現性で問題があったのです。信号による感度
の比例項や２次項や３次項は，使用環境条件や劣化などのノイズとは関係
がないので，ばらつきが小さくなった後で調整できるのです。したがって，機
能のばらつきはノイズの影響だけに絞ってロバストネスを評価するというこ
とです。お客が欲しい機能と欲しくないノイズの効果を「完全分離」したこと
が特徴です。したがって，20世紀の基本機能のSN比と21世紀の標準SN比
とは全く異なるものと考えるべきです。
パラメータ設計では，直交表の番号ごとの出力ができるだけ揃うように制御
因子や誤差因子の水準巾は考える必要があります。２１世紀の最適条件
は目標値へチューニングした後における制御因子の水準で決まります。
>21世紀型SN比では出力の小さい方がSN比が大きいというのは、ノイズの
与え方が単に悪いだけではないでしょうか。
機能のばらつき評価では感度の大小は考えていませんから，ノイズの影響
の大小だけで評価します。ノイズは明確に差がある条件を選べばノイズの
大小とは関係ないと思います。
478．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：いしの 日付：9月17日(火) 9時24分
>パラメータ設計では，直交表の番号ごとの出力ができるだけ揃うように制
御因子や誤差因子の水準巾は考える必要があります。
kazz先生
これは、以前、西村さんが仰っていた最適化前のチューニングになりません
でしょうか？
480．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：ヒロ 日付：9月17日(火) 18時47分
Kazz先生、理解できない点が多々ありご教授願います。
>20世紀の基本機能のSN比と21世紀の標準SN比とは全く異なるものと考
えるべきです。
全く理解できない。
チューニング後の機能性をチューニング前に評価するのがSN比で、20世紀
型だろうが21世紀型だろうが同じ結果が得られなければおかしいと思う。
>パラメータ設計では，直交表の番号ごとの出力ができるだけ揃うように制
御因子や誤差因子の水準巾は考える必要があります。
制御因子は、標準条件で機能しなければいけないので理解できるが、誤差
因子については理解できない。
481．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：Kazz@管理人 日付：9月17日(火) 20時25分
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いしのさん ヒロさん
>20世紀の基本機能のSN比と21世紀の標準SN比とは全く異なるものと考
えるべきです。
全く理解できない。
チューニング後の機能性をチューニング前に評価するのがSN比で、20世紀
型だろうが21世紀型だろうが同じ結果が得られなければおかしいと思う。
仰る通りＳＮ比はチューニング前に求めるものですが，基本機能のＳＮ比は
お客の欲しくないノイズ（Se+SNxβ）だけでなく，お客とは関係ない信号の
乱れ(SMres）も含めたばらつき(VN）と感度β^2の比でＳＮ比を求めます。こ
れは，お客の欲しくない「機能のばらつき」ではなく，中途半端なＳＮ比なの
です。標準ＳＮ比は純粋なノイズのばらつき(Se+SNxβ）だけでノイズの効
果と信号の効果を完全に分離して求めます。したがって，同じ結果にならな
いのです。両者の「最適条件」も当然異なります。チューニングまで含めて
最終的な最適条件であれば両者は一致するはずです。
同じ言葉で「最適条件」を説明していますから混乱しているのです。
>パラメータ設計では，直交表の番号ごとの出力ができるだけ揃うように制
御因子や誤差因子の水準巾は考える必要があります。
制御因子は、標準条件で機能しなければいけないので理解できるが、誤差
因子については理解できない。
制御因子の水準巾を大きくとると，感度が大きく変化しますから，出力の値
も大きく変わります。システムを考案するときには目標値や目標関数に近
いものを考えないとチューニングの段階で困るのです。標準条件で機能す
るシステムを考えて，システムの限界を評価するパラメータ設計を行うこと
が大切なのです。シミュレーションでは誤差因子の水準巾は制御因子の水
準の±10%か20%に決めるのが普通です。
482．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：西村 日付：9月17日(火) 23時32分
Kazz先生
私はどうも２０世紀型のＳＮ比から離れられていないようです。
２０世紀型と２１世紀型でKazz先生が述べられていますが、
＞それから，ノイズを考えた感度を求めていたことも問題なのです。
＞感度は標準条件で求めることが大切です。
と言うことならば、標準条件Ｎ０の感度を分子にしてＳＮ比を求めるのはま
ずいのでしょうか？
これなら、出力ゼロがＳＮ比最大等と言うことはなくなるはずです。
加法性に問題があるのでしょうか？
483．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：Kazz@管理人 日付：9月18日(水) 10時47分
西村さん
>私はどうも２０世紀型のＳＮ比から離れられていないようです。
無理のないことですが，20世紀型の問題点を考えて見れば分かるはずで
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す。私も田口先生から「原は技術者だから駄目だ」といわれました。
21世紀型はノイズの影響だけを考えているのですから，なじめない考え方
ですが，お客の欲しくないものがノイズであって，欲しいものが信号であると
考えれば，SN比は前者で，感度調整は後者で標準条件でやればよいとい
うことが納得できるようになるのではないでしょうか。
目的機能の場合，機能する目標値の前後で制御因子を振る訳ですから，
出力はそれほど大きく変化しませんし，標準条件で多少は変化をしてもノイ
ズの影響だけを調べる訳ですから加法性も高まるはずです。
もう少し事例が出てくれば理解も深まるようになると思います。
http://homepage2.nifty.com/khara/
484．Re: 「機能のばらつき」の真の意味は何か
名前：Yoshi 日付：9月19日(木) 11時2分
みなさん、こんにちわ
先日、かってお世話になった部長さんから、声がかかり
現在の仕事と関係ないけれど、若い開発担当者と２日間みっちり
ディスカッションしてきました。
話の殆どが、バラツキが大きくて商品にならないと言う相談でしたが、
当初、なぜバラツキのことを議論しているのかなかなか私は理解できませ
ん
でした。バラツキに対する考え方が最近かなり変わってきたことをあらため
て感じました。
結果的に、彼の考えている基本機能をエネルギーの入出力関係で置き換
え
られなかったので、製品の５０％がダメになる仕様で実験してみたらと
Ｌ１８を紹介して来たにとどまりましたが、やはり品質工学は実地で
学んでいかないと身に付きませんね。
今後も側面サポートをしていきたいので皆様方の助言を期待します。

474．品質工学用語集ＪＩＳ原案について
名前：Kazz@管理人

日付：9月15日(日) 11時9分

ＨＰに品質工学用語のJIS原案を載せていますが，数式や英文が文字化けしてい
ますがご了解ください。まともなpdfファイルにしますとディスク容量が大きすぎます
ので簡略化してアップしました。

470．モノ作りのためのＩＴ活用誌・・・と謳いながら
名前：mizgi

日付：9月13日(金) 18時50分

あるクルマの開発にまつわる特集にて：
クルマの外観品質を向上させるのにＩＴ（３次元ＣＡＤ等）を活用した。今までは高級
車でしか実現できなかった事を普通車で可能とした。
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本来は製造段階で厳しい公差管理をしなければ実現できず，それをやると生産効
率が落ちてコストが大幅に向上する。
それを設計段階で各部品の公差を最適にする事で，車体として組み立てたあとの
部品間のすき間を最小にした・・・・そうです。
せっかく『設計段階で』と切り込んでいながら『品質は設計が決める』事には気付
かず，いかにもＩＴがそれを実現した，という表現。
この雑誌の編集長とはメールでやり取りをした事があます。
『３Ｄ至上主義』を感じる，もっと現場を見に行かれてはいかがですか？ 机の上
でＣＡＤメーカーのカタログを見て記事を書いてるんじゃないんですか？という意味
の事を訊いたが『けっしてそのような事はない』という返答であった。
ＩＴは確かに便利な道具ではあるが，品質についての捉え方はまだまだですね。世
間一般もそのレベルから脱していないんでしょうか？
471．Re: モノ作りのためのＩＴ活用誌・・・と謳いながら
名前：Jajan 日付：9月13日(金) 19時55分
Mizgiさま
本当にITのコマーシャルトークには踊らされますね。
IT入れて儲かるんやったらITを何万台でも入れればよいけど
そんな話は聞いたことがないですよね。
ITはツールに過ぎず，その中に技術者の考え方を織り込み
成果を出すという魂が入らんともの作りは変わらないと思います。
KaZZ先生のHPに掲載されているシミュレーションとQEのpfdにあるように
道具に使われるのではなく，道具の本質とその限界を見極めることが
出来るかどうかが重要なことなんでしょうね。
とはいえ，今まで見えなかったものを顕在化してくれ，しかも
実験も不要でパラメータも自由に振らせることのできるITを，
技術者にとっての「鬼に金棒」に変えてゆきたいですね。
473．Re: モノ作りのためのＩＴ活用誌・・・と謳いながら
名前：Kazz@管理人 日付：9月13日(金) 22時52分
mizgiさん こんばんは。
古い話になるんですが，1988.11-28号の「日経メカニカル」のトップリポート
で「設計でいかに品質を作りこむか」という特集記事がありましたが，この記
事が出た切っ掛けは，私が殴り込みをかけた結果，特集として扱ってくれた
ものです。その記事の冒頭に「設計段階で本当に品質を作りこめば製品検
査など不要ー松下電工第二技術研究所電磁応用研究室の原和彦主幹は
こう言ってはばからない。」で始まっています。当時私は５５歳でしたが，日
経の記事の大半が感度解析による問題解決ばかり載っていたので，いた
たまれず投書をしたのです。mizgiさんが言われるように，車の車体設計に
おいて，鉄板の板厚の公差と強度の関係をCAEで求める記事が載っていた
のです，貴方の言う品質問題が抜けた設計であったのです。しかし，１０年
以上たった今でもシミュレーションの扱いがこの程度でお茶を濁しているの
ではないでしょうか。mizgiさんも私と同じ経験をされているとは面白い話で
すね。

468．大企業ほど変わってほしい
名前：タクヤ

日付：9月13日(金) 14時59分
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こんにちは
今技術部門の管理者に、取り組んでいる会社の命運がかかっている製品に
品質工学を適用しませんかと、言ってみたのですがものの見事に
断られました。品質工学をやって失敗したらどうするんだと！
おまえ自分でここにきて設計やったら、開発できるのかと！
このとき出てきた話の中で、完成品メーカーと部品メーカーとの
立場の違いが出てきました。完成品メーカーは部品メーカーに
問題が発生したらその原因究明をただ投げかけるだけになってきている
ようです。だからロバスト設計を設計段階でやることが難しいようです。
本来品質工学をやるのは、上流部門ですが当社では設計部門に
展開しております。
大企業の方こそロバスト設計を普及させないと、日本全体は
なかなか変わらないようですね？
といいながら、昨年１０テーマで現在社内で４０テーマをボトムアップと
ミドルダウンで動かしはじめました。この成果次第では、本当会社での立場が危う
いかも・・
まあ首にはならんやろ。
469．Re: 大企業ほど変わってほしい
名前：Kazz@管理人 日付：9月13日(金) 17時26分
タクヤさん
会社の命運がかかっているテーマであればこそ，顧客が満足することが大
切なんですがマネージャーは何を考えているのですかね。手法が先行する
のではなく，お客様が満足してくれることが目的ですから，そのような開発
体制になっているかが問題です。「何のため」とか「誰のため」とかが開発設
計の中に入っていればよいのです。手法にこだわる必要はありません。品
質工学でやられたテーマが上記の目的と合わない場合は普及は難しいで
すね。とにかく成果に結びつけるだけの根性があれば首になることはありま
せん。有言実行しかないのです。
472．Re: 大企業ほど変わってほしい
名前：Jajan 日付：9月13日(金) 20時5分
タクヤ様
社運がかかるほどのテーマを担当するとはすごいですね。
KaZZ先生は顧客が求めるものという必要性を説かれていますが，
さらに，Costだって社運を賭けるんですから重要な要素だと思います。
普通の機械で，楽に安定して生産でき，そしてロバストに機能性を
保証できるようなパラメータを見つけてください。
そしてその成果で，製品開発の革新の火種があがるといいですね。
頑張ってくださいね。陰ながら応援しております。
それにしてもメネジメントとは重要なのですね。痛感。
479．Re: 大企業ほど変わってほしい
名前：タクヤ 日付：9月17日(火) 10時54分
kazz先生
＜会社の命運がかかっているテーマであればこそ，顧客が満足することが
大切＜なんですがマネージャーは何を考えているのですかね。
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失敗したときの責任の問題なのだと思います。ＱＥを使っても得意先から
なぜなぜを要求されていますので、それを示さないと技術力がないという
ことで、失注してしまうと言うのです。結局ずば抜けた製品でない場合
こうなってしまうのでしょうが・・・
＜とにかく成果に結びつけるだけの根性があれば首になることはありませ
ん。＜有言実行しかないのです。
どうしてもテーマ数が多くなると、ほったらかしになってしまわないよう
協力にサポートしていきたいと思います。
Jajanさん
＜社運がかかるほどのテーマを担当するとはすごいですね。
担当はしておりませんが、働きかけをしただけです。
＜製品開発の革新の火種があがるといいですね。
＜頑張ってくださいね。陰ながら応援しております。
＜それにしてもメネジメントとは重要なのですね。痛感。
マネージャーを洗脳しないと、ダメだと思います。
jajanさんの所と同じ業界だと思いますが、お互い品質工学を
用いた変革に邁進しましょう。

454．SN比が上がる理由を説明できるか
名前：mio

日付：9月10日(火) 17時40分

先日，製品の改良を品質工学を使って行ったことを上司に説明ました。
そのとき上司は「なぜそのパラメータを変更するとSN比が大きく上がるのか物理
的に
説明がつくのか」と聞きました。
私は，いくつかのノイズを調合しているので理由などわかるはずがない，と思いま
したが
その場では何も言えず黙っていました。
やはりこれは私の製品に対する理解と品質工学に対する理解が足りないというこ
となのでしょうか。
皆さんはSN比が大きく上がるパラメータとそうでないパラメータがあった場合，
それぞれなぜそうなるのか理由もわかっているのでしょうか。
また，上記のように聞かれた場合はどう答えるべきなのでしょうか，アドバイスが
あればお願いします。
455．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Kazz@管理人 日付：9月10日(火) 18時32分
mioさん
SN比は理論的に証明できませんから，科学的な思考の方に説明するのが
難しいのです。パラメータとノイズの交互作用（非線形効果）ですから，グラ
フで説明するのがよいと思います。
縦軸に特性値をとり，横軸にノイズをとったときのパラメータの水準ごとに３
本の曲線を書きます。例えばノイズをN1(－20do℃）N2(+80℃）のときのデ
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ータをパラメータごとにプロットします。ノイズごとの変化が小さいものがSN
比が大きくなるわけですから，市場のノイズに強いということが分かります。
SN比はパラメータ間やパラメータとノイズの交互作用による非線形効果の
多次元世界の値ですから，数学的には説明できません。パラメータ設計で
はL18直交表の場合，８因子のパラメータと信号因子とノイズの交互作用で
すから，何十次元の世界のデータでSN比を求めるわけです。
456．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Kazz@管理人 日付：9月10日(火) 23時28分

mioさん
先ほどの説明のグラフを書いてみました。
ノイズとの交互作用の物理的な説明は出来ませんが
図では説明できます。ノイズを調合しているからで
はなく，調合してなくても温度だけでも劣化だけで
も説明できます。劣化に強いものは温度にも強いの
です。ただし影響度は異なりますが傾向は同じにな
るはずです。
457．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：いしの 日付：9月11日(水) 8時28分
未来に起こりうる事象尺度の証明と同じ説明になり
「そんなのは不可能、物理的説明などできるなら、品
質工学なぞ使わなくてもとっくに解決しているわい！」
と言いたくなりますね。
兎に角、科学者への説明は難しい所以でもあります。
458．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Jajan 日付：9月11日(水) 10時51分
Mio様
＞物理的に説明がつくなら・・・・
それがわかってお客様がよろこぶんやろか？
会社がもうかるんやろか？
KaZZ先生のおっしゃっていた本来の企業・技術者の「目的」を考えれば
こんなこと（SN比の上がるメカニズム究明）は，どうでもいいことと私は思い
ますが。
（ご上司はどんなつもりで質問されたのか分かりませんが，でも，ここを突っ
込まれたらきついですね。）
459．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：mizgi 日付：9月11日(水) 11時58分
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mioさん，みなさん，こんにちは。
『目的』が明確になっていない，ということは何度もKazz先生が書かれてい
ますね。
きっとその上司のかたは『上司する』事が目的になっているのでは？
自分の上司にも『ああいえばこういう』式に部下の提案や考え方を『否定す
る事』から話しを始めるタイプのひとがいます。
『俺はこの会社でいちばん論理的にモノを考えられる人間』（本人談）だそう
で・・・。
やはり『実績』で示す以外ないんでしょう。
結果を出してもまだ何かいわれるんでしたら，もうその方には『理解能力』
がないと諦めるしかないですね。
セミナーでも『品質工学』を勉強しちゃダメ，実践しなさい，と矢野先生が仰
っていました。
460．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：やあまん 日付：9月11日(水) 19時44分
以前にKtateさんがこのBBSで「ガリレオ流実験とベーコン流実験」というこ
とで書かれたことがあります。
ここでは「検証型実験」と「発見型実験」の対比が大変分かり易く説明されて
いました。おそらく貴殿の上司は典型的な「ガリレオ型」と思います。技術者
は、はっきりいってこのガリレオ型が大多数だと思います。そこに「ベーコン
型」の説明をしても納得させるのは至難の技とも思います。
そうなれば、このKtateさんの書かれたことを元に説得するか、「隠れタグチ
ファンの東工大M先生」の書かれた本にも似たようなことが書いてあります
ので、持ち出すかでしょうか？（というかこのガリレオ型とベーコン型の話は
そのM先生がされたそうです。）
461．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Kazz@管理人 日付：9月11日(水) 22時9分
All>
皆さん元気がいいですね。私は最近気が弱くなって発言も大人しくなりまし
た。今日も東京のある企業に行って技術指導をしてきたところですが，古い
開発体質は変わっていませんね。変わっていないというよりも品質工学の
ような未来を予測して開発を進める考え方があることをご存じないのです
ね。まだまだ，私の仕事も残っているわとつくづく思いました。相手先が「寿
命はどのくらいか」と聞いてくるから寿命試験でデータを出す必要があると
いっていました。
462．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：mio 日付：9月12日(木) 9時9分
ありがとうございます。
SN比が上がるメカニズム究明はできないということ，やっても意味がないと
いうことが分かって，私にとっては大きな前進です。
これは推測ですが，おそらく上司は「おまえ，きっちり仮説に基づいて考え
て改良しているのか。実験やシミュレーションでたまたまそうなったというだ
けで何も考えずに改良しようとしているんじゃないのか。」ということを言い
たいのだと思います。
私の説明が下手だったのかとも思いますが，皆さんが言われているように
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もっと根本的な考え方の違いがあるようですね。
463．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：はまや 日付：9月12日(木) 10時30分
私は自分のことを根っからの科学者もどきだと思っています。
実験も自分の仮説が正しいことを証明するために行うものと考えています
（実験は、全て検証型実験と思っていた）。
でも実験は品質工学を適用しています。
理由は機能性が不明だからです。
理屈はたぶんあるのでしょうが、現在の科学の理論に、機能性に関するも
のはないのでは？
でも機能は、仮説が正しいか理論的に何故そうなるのかの説明はできるは
ずです。
実験結果で、機能が理論的におかしければその結果は間違っていると思
います。
464．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Kazz@管理人 日付：9月12日(木) 10時50分
mioさん 大変な進歩ですね。
>おそらく上司は「おまえ，きっちり仮説に基づいて考えて改良しているの
か。実験やシミュレーションでたまたまそうなったというだけで何も考えずに
改良しようとしているんじゃないのか。」
昔から科学的な思考では「仮説検証」を重視します。この場合の仮説は理
屈ではこうなるが，そのことを実験で検証できるかということであって，科学
的な実験としては必要なことです。これをレスポンスの研究というわけで
す。しかし，人工的にシステムを造るときには，レスポンスの安定化が大切
です。そこで，現象を調べていても「モノ」になりませんから「ありたい姿」を
考えてシステムを創造するわけです。そのときに科学的な壁を乗り越える
のがSN比の世界です。ノイズとの交互作用の多次元世界は科学的には証
明できませんから時空を越えた世界を表現するのがSN比ということになる
のだと思います。
466．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Tetsu 日付：9月12日(木) 23時20分
理論を理解することは必要ですが、技術の可能性を既存理論の枠内に閉
じ込めるのは技術者として間違った態度です。SN比の改善は単純な既存
理論の枠を超えていることがほとんどです。過去に誰も適用していない制
御因子、ｼｽﾃﾑを考案してSN比を改善できれば特許になります。技術者に
求められているのは理論との適合性ではなく創造性ではないでしょうか。改
善効果の信頼性は確認実験で評価する方が確実です。私は改善効果の物
理的説明など信じません。並の技術者であれば現象の後追い説明などどう
にでもできます。物理的解釈はそれが新しい制御因子とかｼｽﾃﾑの発想に
結びついたとき初めて有効だったことになります。
467．Re: SN比が上がる理由を説明できるか
名前：Kazz@管理人 日付：9月13日(金) 12時19分
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Tetsuさん こんにちは。
最後の締めくくりをして頂きありがとうございました。貴方の言われることは
尤もな話ですが，従来のパラダイムの技術者にとっては全く理解できない
話です。理論的に解明できないことは「予測」ではなく「予想」だというので
す。ここに壁が存在するのでしょうね。私が「ほんまもんの技術者とは？」と
いう講演を広島の㈱マツダで行いますが，技術者としては，専門技術の「解
析技術」と品質工学の「評価技術」が車の両輪のように，どちらが欠けても
技術開発は成功しないし，お客の満足は得られないということをお話しま
す。永遠の課題になりそうですね。
序の話ですが，顧客満足とは「顧客を満足させる」のではなく「顧客が満足
する」ということが大切ですね。「を」と「が」の違いが分かる技術者がほんま
もんです。

447．基本的なご質問
名前：タクヤ

日付：9月6日(金) 14時36分

品質工学を用いて再現性のよい実験をしたいのですが、
例えば同じ条件で繰り返しデータを取っても、ばらついている場合
あえて誤差因子N1,N2を設定しなくても、ばらつきを低減できるのでしょうか？
これだけでは、情報が少ないかもしれませんが、
例えば生産現場での改善を考えた場合、わざわざ誤差因子をとって
実験するのは、非常に面倒なので、偶然のばらつきで
評価できれば、非常に適用しやすいですから。
但し利得の再現性を見ようとした場合、再現性は悪化するとは思い
ますので、技術開発時には適用できないと思います。
あと科学反応の反応効率を評価した場合、あえて誤差因子を取らなくても
効率を向上させることで、自ずとばらつきは減るので
取らなくてよいというのも、本当でしょうか？
これは化学反応だけで、その他は例え効率を評価しても
成り立たないのでしょうか？
確かにそうとは思うのですが、検証していないので、自信がないので
どなたか教えてください。
448．Re: 基本的なご質問
名前：Kazz@管理人 日付：9月6日(金) 19時22分
> 品質工学を用いて再現性のよい実験をしたいのですが、
> 例えば同じ条件で繰り返しデータを取っても、ばらついている場合
> あえて誤差因子N1,N2を設定しなくても、ばらつきを低減できるのでしょう
か？
全く同じ条件で繰り返しデータがばらつくようであれば，計測誤差であって，
製品誤差ではないと判断できます。ランダムな計測誤差で製品の市場にお
ける誤差を推定することは意味がありません。パラメータ設計においては，
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必然誤差である使用環境条件や劣化のノイズとパラメータとの交互作用で
評価することが大切です。
>
>
>
>

これだけでは、情報が少ないかもしれませんが、
例えば生産現場での改善を考えた場合、わざわざ誤差因子をとって
実験するのは、非常に面倒なので、偶然のばらつきで
評価できれば、非常に適用しやすいですから。

生産現場で測定個所などでデータを取ってばらつきを求めている例があり
ますが，これも意味がないのです。初ロットとある時間後のデータなどは必
然性があればノイズと考えてもよいと思います。
> あと化学反応の反応効率を評価した場合、あえて誤差因子を取らなく>て
も効率を向上させることで、自ずとばらつきは減るのでノイズを取
>らなくてよいというのも、本当でしょうか？
化学反応の場合，目的物と副反応の反応速度の感度が異なるような実験
をしますから，目的物の感度に対して副反応の感度をノイズと考えたＳＮ比
で評価することで敢えてノイズを考えていません。しかし，使用条件におけ
るノイズがあればその方が好ましいと思います。
「効率」を問題にする場合は，１００％が限界ですから加法性が成り立ちま
せんので，１００％からの差を取った望小特性のデータで評価します。

437．物事の本質を理解するのは難しい
名前：Kazz@管理人

日付：9月5日(木) 18時13分

最近また新しい企業の技術指導をすることになったのですが，そこで感じたことを
申し上げてみます。その企業は誰もが認める世界的な優良企業ですが，私が接し
たグループは旧態依然とした体質で問題解決型で仕事が進められているのです。
それでも，そこの企業は遅蒔きながら，体質の悪さに気が付かれてＱＥの導入に
踏み切ったのですが，全社的には古い体質で開発が進められているようです。根
本的な原因は何かと考えてみると，企業は「何のため」に存在しているのかとか，
「誰のため」存在しているのか。そこで「自分の役割は何か」を真剣に考えて仕事
をしていないということではないでしょうか。
トップダウンでＱＥを導入しても，トップ自身が変わらなければ部下は変わる筈が
ないのです。江戸時代の山形藩の上杉鷹山のようなトップが出ない限りパラダイ
ムの変換は難しいのです。トップに期待することが無理なら技術者個人が変わる
しかないのです。そのためには「胆識」が必要になるのです。この掲示板に参加さ
れておられる皆さんはそのような意志の強さを持っておられるでしょうか。
438．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：mizgi 日付：9月5日(木) 18時37分
覚悟，自問してみても『もちろん!!』と胸を張って言えるレベルにありません。
どこかに甘えがあるのでしょう。
ただ，最近『品質』に関するブレイクダウンが専務よりありました。全従業員
が集められての話しです。
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そしてそのあと『予定時間までまだあるから質問でも，日頃感じている事で
も何でもイイからこの場で聞きますよ。』とあり質疑応答。
そのあと，直接いいにくければメールでも役員室に来てでもイイから，どん
どん言ってくれ，とあり早速メールしました。
そして即返信が来ました。
そういうトップがいてくれるということは幸せだと思います。
（もっとも別な役員からしっかり宿題も貰いましたが・・・。）
ブレイクダウン終了時には『みんなの不満もわかる。しかし，踏み込みが足
りないんじゃないか？どこかで他人任せ，職制任せにしていないか？もう一
度考えてください。』で締め。
幸せ気分に浸っていないで意志の強さを自分に課していきます。
（厳しい掲示板だなぁ・・・・出会って良かったです！）
439．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：Kazz@管理人 日付：9月5日(木) 21時20分
言葉では厳しいことを書きましたが，誤解して欲しくないのは悲壮感で仕事
をしては困るのです。私の座右の銘が「道楽と極道の人生」ですが無駄な
力を入れないことが大切なのです。先日もサッカー協会の川淵会長が「斃
れてのち已む」を座右の銘にされておられるようですが，心置きなくやり遂
げた後では何時死んでも構わないということだと思います。邪念や無駄な
力が入っていると本質は見えないのです。品質工学を学んだお陰で「当た
り前なこと」が分かるようになってきました。目先の問題より将来のあるべき
姿も予測できるようになってきました。デミングさんが亡くなる前に「品質管
理の統計的手法は全て誤りだから永久に止めなさい。この世の中で田口
の損失関数がベターだ」と懺悔されておられた姿が目に浮かびます。人間
は死ぬ前でないと本質は見えないようですね。
440．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：Kazz@管理人 日付：9月6日(金) 9時12分
mizgiさん
>ただ，最近『品質』に関するブレイクダウンが専務よりありました。全従業
員が集められての話しです。
もしよかったら専務さんのお話の趣旨をお聞かせください。
>ブレイクダウン終了時には『みんなの不満もわかる。しかし，踏み込みが
足りないんじゃないか？どこかで他人任せ，職制任せにしていないか？もう
一度考えてください。』で締め。
どんな不満があるのですか。技術者がサラリーマン化しているのですか。
441．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：Jajan 日付：9月6日(金) 11時35分
KaZZ先生
企業の全員がサラリーマン化している現状は否めないです。
その中で目の黒い本物が一人でも増えてゆけばよいのでしょうね。
「己は何をなすべきか」を会社を超えて考え抜いて，日々行動できるような
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人間。
自分で「本物」を「本気」で「本当」にやりぬく（堀紘一氏：三本主義）を有言
実行でしかも率先垂範でやってゆかねばならないでしょう。
その自分の背中を見て感じてくれるエンジニアにQEの基本機能設定のとき
に喝をいれ「おんどりゃ～何をしたいんじゃ！！」と，プロのエンジニアへと
意識を変えてやるのがマネージャの役目とおもって頑張っております。
今後ともよろしくお願いいたします。
446．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：mizgi 日付：9月6日(金) 13時39分
Kazz先生，皆様，いかがお過ごしですか？
雨模様の週末ですね。
>もしよかったら専務さんのお話の趣旨をお聞かせください。
なかなか『品質問題』が無くならないですね。
役員室で検討してこのような商品開発システムにしていきます。
皆さんが少しでも仕事をしやすいように，と考えて決定しました。
という中身です。機密の関係上これ以上は書けませんが，トップが『品質』
を最重要課題としていることはお分かりかと思います。
社内にも『タグチメソッド』を推進するプロジェクトがあるのですが，どの程度
の拡がりを今後していくのか，まだ未知数です。ちなみに自分は参加してお
りません。まず自分の職場に密着したものからやってみようと考えていま
す。
実績をだしてマネージャーに話しをして，それからプロジェクトの門を叩くつ
もりです。
不満については
１．工数増大および要員不足＝ただただ忙しい！
２．設計の３Ｄ化＝３Ｄデータが手段から目的になっている。本末転倒
３．上司が自分の携わっている業務のエキスパートではない＝説明するだ
けで時間が掛かり，しかもなかなか判断してくれない。
４．ＣＡＤ，ＰＣの砂時計を眺める時間が１日の大半だ！
といったところです。
サラリーマン化しているところはありますね。
また業務により『花形』『裏方』といった捉えられ方もあり，いじけている人も
中にはおります。
自分は上司の上司に『中華思想』でいこうな！俺たちが中心だ！の気概
で，とハッパをかけられましたが。そして『宿題』も頂いたわけです。
ああ，通信教育の課題提出に業務テーマ，上からの『宿題』，愛犬の病
気・・・更に社内グループの行事計画，息子の運動会・・・下半期もアッという
間に過ぎそうです。
449．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：Tetsu 日付：9月7日(土) 1時0分
先日、部長ｸﾗｽ以上を対象に部門内で品質工学を展開するためのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ
ｰｼｮﾝを行いました。内容は技術開発が上手くいかない理由の説明と品質
工学の狙い、そして損失関数、SN比の考え方の基本。それと社内外事例
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紹介です。よく品質工学は理解され難いと言われますが社内展開活動を通
じて必ずしもそうではないのではと最近思うようになりました。規格内外で
OK/NG判定、加法性がなくしかも安定性を考慮しない評価方法の限界、ど
れも当たり前の考え方でです。ある程度上手く話せば理解できる内容のよ
うです。しかし問題は頭で理解できても”よしやってみよう”とはならない何
かがあることです。
本当にそんな上手くいくとは思えない。そこまで過去を否定してはﾘｽｸが大
きい。従来方法にQEを合わせる工夫をしろ。
やはり壁があるのです。理屈だけではなくｴﾓｰｼｮﾅﾙな何かを感じます。品
質工学に拘らず実験計画法も含めて個々の技術者の業務改善を試みると
いうことで承認していただきました。肯定はできないが否定もできない。中
途半端ですが漸くスタートです。
450．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：Kazz@管理人 日付：9月7日(土) 20時44分
Tetsuさん こんばんは。
>本当にそんな上手くいくとは思えない。そこまで過去を否定してはﾘｽｸが大
きい。従来方法にQEを合わせる工夫をしろ。
ＱＥを説明する場合，どうしても過去の否定になりやすいのが問題ですね。
私も現役時代に従来のやり方を否定したため，悪魔扱いされた経験があり
ます。ＦＱＣ会議室（NIFTY）でも同じ事が起こりました。彼らを敵に回しても
何ら得ることはないということです。そこで，従来方法にＱＥを合わせること
は手法では出来ませんが，考え方で合わせればよいと思います。目的は
「お客様満足」で一致しているわけですから，どちらが効率的に早く問題が
解決できるか。で競争したらいいと思います。従来の方法は自分の立場し
か考えていませんし，社会的な損失は全く考えていませんから市場に出て
から問題が出るのです。信頼性試験や寿命試験をやっておれば開発期間
は長くなるのです。いずれはトップがその違いに気付く筈です。貴方の得意
な有限実行で行きましょう。
451．Re: 物事の本質を理解するのは難しい
名前：はせべ 日付：9月9日(月) 12時34分
Kazzさん、Tetsuさん こんにちわ
Tetsuさんの仰るとおりの反応が私達にもあります。Kazzさんに言われる
ように、目的の共有からでしょうね。品質工学なんてどうでもいい、何が困っ
ていて何をやりたいのですか、ということが意外とハッキリしていないです
ね。上からとか方針だからとか考えていると、本質が見えていないのです。
困っている所はすぐに分かってくれて言うとおりにやってくれます。問題は
そういうところは市場に近い所、つまり製造関係なので、改善効果が小さい
のです。でもそこから上流へ攻め上るしかないと思ってます。
http://www13.xdsl.ne.jp/~hasebe/

430．シックスシグマとQE
名前：Kazz@管理人

日付：9月3日(火) 7時29分
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昨日Jajanさんがこの件で発言されていたと思いますが削除されたのですか。私か
ら改めて発言させていただきます。
シックスシグマについては私も関心を持っていまして専門家のAさんと長年議論し
てきました。㈱シマノでも導入されてＯさん（関西ＱＥのメンバー）がブラックベルト
で頑張っています。シマノさんはシマノ流のシックスシグマを完成されて，大変上
手く活用され成果を出しておられます。従来の「もぐら叩き」のやり方とは違い部分
最適ではなく，全体最適を考えた手法で，「プロセス重視」型アプローチを強調され
ている点ではＱＥと全く同じ考え方です。ところが，発想の原点が日本のＴＱＣの改
良型で出発しましたから，統計的手法を使うことには変わりはないのです。「６σで
あれば欠陥発生のコストは売上高の１％以下で済むが，４σであれば売上高の２
５％以上にもなるよ」というのが彼らの宣伝に使われているのです。
「製品を１００万個つくったときの不良率を３．４個にする」という高い目標設定を行
った上で推進する全社的活動である。といっています。要するに無駄な仕事を見
つけてこれらを徹底的に潰すという考え方であるのです。それならＱＥの考え方と
全く同じではないかと思われますが，今まではＱＣ手法が基本であって，ＱＥ手法
は殆ど考えていなかったと思います。したがって，コストやばらつきの概念も全く異
なるものでした。しかし，最初に述べましたように，コンセプトはＱＥと全く同じなの
です。彼らもＱＥを使えとも言っているのですが，シックスシグマを推進する人たち
がＱＥをご存知ないので使わないだけです。私の考えでは，シックスシグマを利用
して，ＳＮ比や損失関数の考え方を導入すれば鬼に金棒になると確信していま
す。今までの問題解決型のシックスシグマであれば先は見えています。
432．Re: シックスシグマとQE
名前：Jajan 日付：9月3日(火) 11時1分
KaZZ先生
貴重な意見ありがとうございます。
（昨日投稿分は手違いで削除してしまいました。）
どの本を読んでもやり方／進め方ばかりで「哲学」がピンと来ないのでこま
っていました。
（１）無駄のないプロセス指向の企業変革のために，ブラックベルト＆TOPダ
ウンで全社展開をシステマチックにすすめるアクティビティとして，シ
ッ
クスシグマがある。
（２）システマチックに活動を進める方法論は確立されているが
問題解決／課題解決の手法は
①今の６シグマでは，TQCの手法は問題解決の手法として存在してい
る
②バラツキをなくすことで顧客指向に応える
③品質工学にある損失＆コストの概念はまだない
とまだあいまい
という理解でよろしいでしょうか？
とすると，
シックスシグマ⊂QE，シックスシグマ＝QE，QE⊃SS，はてどっち？
433．Re: シックスシグマとQE
名前：Jajan 日付：9月3日(火) 11時9分
KaZZ先生
そっそかしくてすみません。
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＞私の考えでは，シックスシグマを利用して，ＳＮ比や損失関数の考え方を
導入すれば鬼に金棒になると確信しています。今までの問題解決型のシッ
クスシグマであれば先は見えています。
この点において，SSの問題点をえぐりださないとほんまもんにならんという
ことですね。 ようやく分かりかけてきました。
ありがとうございました。
434．Re: シックスシグマとQE
名前：Kazz@管理人 日付：9月3日(火) 17時4分
品質工学とシックスシグマを比べてどちらがよいかとか議論することは間違
っています。どちらも基本コンセプトが正しいか否かで考えるわけですか
ら，手法の面で異なっていると考えればよいのです。昔の科学的管理法の
ような部門最適化ではなく，全体最適化を重視するわけですから基本的に
はＱＥと同じように「目的追求」を考えているのです。
コストを重視する点でも全く同じですが，社会的な損失ではなく，目に見え
る財務的な損失を考えているのです。顧客満足思考はシックスシグマでも
ＱＣでもＱＥでも同じですが，定量的な評価が異なるわけです。
そういう意味で，ＱＥの考え方や手法がシックスシグマの中に定着すれば完
璧な経営手法だと考えています。
435．Re: シックスシグマとQE
名前：いしの 日付：9月4日(水) 11時55分
kazz先生
同感です。
弊社もシックスシグマを適用していますが、これのお陰でＱＥ思想が認知
されたのも事実です。
あとは、シックスシグマ思想とＱＥ思想を如何に融合させるかが企業存続
の鍵だと思っています。

E ZB B S.N E T produced by Inside W eb
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2002年10月 の投稿ログ
553．品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人

日付：10月24日(木) 10時17分

この掲示板は何を発言しても構わないので面白いのです。しかし，ヒロさんのよう
に「基本機能やノイズを考えるのは技術者でなくてもよい」とか「機能性を評価する
のは作業であって，品質工学屋の仕事だ」とか「技術者は手段を考えることに集
中すべきだ」とか大変貴重な意見が出てくると品質工学にたいする考え方も変え
なければとつい考えてしまいます。多分ヒロさんのイメージでは品質工学屋は品
質管理屋と同じように考えておられるのでしょうね。すなわち，「私設計する人貴方
評価する人」という従来の「設計者」と「試験屋」の再現です。私がほんまもんの技
術者を強調した反動の現われかと思い反省しています。しかし，私の信念は変わ
りませんがね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
555．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：いしの 日付：10月24日(木) 17時19分
私は、品質工学屋と技術者は区別をして
おります。
556．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：はまや 日付：10月25日(金) 17時11分
私も品質工学屋と技術者を区別しています。
私はどっちだろう？
一様後者のつもりですが、自分の技術の評価は自分でやりたいですね。
じゃないと、あんたの技術はダメと言われた時に、納得できない。
基本機能、ノイズ、計測、SN比の算出方法など全てが気になるし。
558．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人 日付：10月26日(土) 11時17分
私の表題が悪かったかもしれませんが、技術者というものは最初にお客が
満足する目的機能を考えるところから出発しますね。その目的機能を満足
する技術手段を考えるために、計測方法や現象の解析を行います。
物真似ならいざ知らず、新しいシステムを考案するときにはこのようなプロ
セスを経て行うことが大切ですね。これをわれわれはS-H変換といって、ソ
フトをハードに変換してきました。具体的な例がこのHPにもあるような「肩た
たき機」や「もみもみのマッサージ機」の例です。
技術者は機能から出発して安定した技術手段を考えるわけですから、当然
のこととして品質工学における機能性の考え方は身に着けておくべきで
す。言葉が悪かったと思いますが、品質工学屋というのは自分では物を作
らないですが、技術者をサポートする存在だと思います。私としては、品質
工学的な発想の技術者が多く出ることを期待しています。
559．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Shingo 日付：10月26日(土) 13時41分
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原先生
はじめての掲示板への書きこみです。
私は最近、社内（事業場）内での品質工学推進担当に
業務が変わりました。
したがって、「品質工学屋」と言いますか
「品質工学の専門家」だと見られはじめています。
私自身も技術者に信頼される「品質工学の専門家」
或いは、もっと志を高く「一流の品質工学の専門家」を
目指して行こうと考えています。
とはいっても、私自身、もともと物理を志していましたし
今も物の原理、科学の原理に興味がありますので、
相談案件の対象となる技術について
・「基本機能」を追求したり
・評価方法を考察したり
・評価結果を考察、判断したりすること
などにも熱が入ってしまいます。
担当の技術者と一緒にそのような議論ができる時
とてもわくわくします。
そして、技術者とそういう議論をしたいと考えています。
そのような時、ふと感じていますのが、
技術者の方が、対象となる技術について
・「基本機能」を追求したり
・評価方法を考察したり
・評価結果を考察、判断したりすること
にそんなにわくわくする様子も感じられず、
また、とても疲れているように感じます。
そして、担当している業務について
たまたま職務上、担当したというような雰囲気を
感じてしまうことがあります。
（不適切な表現で、誤解されそうですが、
やらされているという感じでしょうか）
例えば、
・依頼先から与えられたスペックを満たせば良い。
・技術を評価する測定原理は良く知らないし、
特に知ろうとしない。
・とりあえず暫定的な結果を早くだそう。
などという技術者も少なからずいます。
また、部品、デバイスの技術開発を担当している為でしょうか
「お客様」の意識は総じて薄いと感じています。
技術の為の技術、他社との技術上での競争などが
意識の前面に出ているように感じています。
技術者にも色々あるように感じています。
私は、技術者にも是非
「一流の技術者」＝「ほんまもんの技術者」
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になって欲しい。
そうしないと、会社での仕事がつまらない
と思っています。
皆、入社したときは技術開発に夢を持っていたはずですから
私は、品質工学の考え方はそれを可能にするものと
考えています。
技術者に「一流の技術者」＝「ほんまもんの技術者」
になってもらうには、
私が「一流の品質工学の専門家」になることかと
考えています。
とりとめのない内容になりました。
以上です。
560．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人 日付：10月26日(土) 14時35分
Shingoさん
貴方の発言は今の企業の状態をよく表していると思います。
このことはマネージャーにも大きな責任がありますが、開発体制の問題が
このような事態を引き起こしていることで大変忌々しい問題です。
戦後40年の太平の世を過ぎて成長から安定の状態になると技術者もサラ
リーマン化して改革を望まない者が多く出てきたのではないかと危惧するこ
の頃です。田中耕一さんのように出世など考えない技術者が多く出ること
が日本の将来のためには必要ですね。
貴方が言うように品質工学は技術の根源に遡るもので技術者には希望と
楽しみを生み出すものです。私も品質工学で救われた人間ですが、自己の
確立とか予測技術が研ぎすまされてくる考え方だと思います。
一流の品質工学の専門家こそほんまもんの技術者であり、人生の達人に
なれると確信していますので頑張ってください。
561．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：やあまん 日付：10月30日(水) 21時33分
私自身、一時期、本で勉強していた時期には「品質工学屋」になりたいなど
と希望を持ってしまったこともあります。しかし、今になって、会社でいろいろ
技術に関わるトラブルを経験すると、単に「設計」だけとか「評価」だけでは
済まないことに気付いて行くようになりました。
しかし、今、正直なことろ「顧客対応」と称したクレームでの出張や「製品改
良」と称した原因調査のための試験などをしていると徐々にそんな状況に
ある種「陶酔してしまう」自分にふと気付くのです。
けれど、そんな事態を招いたのも、設計時に適切な評価ができなかったこと
に由来するわけです。システム自体駄目ですというのが自信を持って言え
なくて、結果として筋の悪いシステムをそれなりに評価して下流に流してし
まう・・・。そんな状況で結果として自分の首を絞めてしまう・・・。こんなイタ
チごっこの繰返しになっています。（俗にいう「悪魔のサイクル」です。）
せっかく「品質工学」という素晴らしい武器を知りながら、技術者として活か
せていない私自身に時たま嫌気さえ感じてしまいます。
品質工学のいう「機能性評価」をするには何を評価すべきなのかとか、私自
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身の中でまだ何か疑問が残っていると思うのです。中々踏み切れないとこ
ろに私自身の「胆識」がなっていない証拠だと思うのです。
Kazz先生はじめ、みなさんの発言を拝見させていただいて、自分自身の技
術者としての「弱さ」をより感じた次第です。
563．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Yoshi 日付：11月1日(金) 9時13分
私は、
①ほんまもんの技術者＝会社がつぶれても平気な技術者
②サラリーマン技術者＝会社がつぶれると大変な技術者
（つぶれるは定年退職として頂いても良いです）
と考えております。
すると、私はまだまだ②のサラリーマン技術者なわけで・・・・
まだまだ、Kazz先生のレベルには遠く及びません。
567．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：ヒロ 日付：11月5日(火) 13時38分
Kazz先生。
品質工学の専門家って何ですか？
で、何故この専門家＝ほんまもんの技術者なのですか？
全く理解できないのですが・・・
品質工学は技術の評価であって、技術そのものではない。
それ以上に、何の意味が・・・？
私にとって、品質工学は自分のアイデアの良し悪しを客観的に判定するツ
ールでしかない。
品質工学の実験を失敗した。よく聞きます。
・利得が小さい。これは技術の問題。
・利得が再現しなかった、また要因効果図で山谷多くて・・・
この場合制御因子を変えるのではなく、基本機能、誤差因子、SN比の算出
方法などを変える。つまり技術評価方法の問題。
また品質工学の実験が成功（利得が再現した）しても目標の機能を達成で
きないこともある。これも技術の問題。
技術者は技術の評価方法で困っているんですか。技術そのもので困ってい
るのでしょ。
評価が優れていても、技術がなければ何の役にも立たない。
品質工学を使っても品質は良くならない。品質を良くするのは技術でしょ。
技術者の品質工学を推進しても上手くいかない、１回目はやっても２回目は
やらない、1回目成功したのに・・・
評価に時間が掛かって困っているのではなく、技術そのもので困っている
からでしょ。
568．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人 日付：11月5日(火) 16時46分
ヒロさんへ
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>品質工学の専門家って何ですか？
で、何故この専門家＝ほんまもんの技術者なのですか？
全く理解できないのですが・・・
貴方は何か勘違いされておられるようですので、改めて説明させていただ
きます。
「品質工学の専門家がほんまもんの技術者だ」といっているのではないの
です。私のHPの中に私の開発苦闘物語で説明しましたように、私は世界一
の商品を開発して、数々の受賞をしましたが、その結果は惨憺たるものだ
ったのです。新しい発明をしてNO.1の商品を開発しても製造や市場にでて
から、トラブルだらけで顧客に迷惑をかけたら成果はゼロと判断するので
す。恥ずかしい話ですが私が「ほんまもんの技術者」でないためにこのよう
に顧客に迷惑をかけたのです。顧客が満足して初めて技術者の仕事は終
わったと判断することが大切です。アイディアは技術ではないのです。マツ
ダが商品化したロータリエンジンもドイツで発明されたものですが、マツダ
の技術で初めてものになったのです。
>品質工学は技術の評価であって、技術そのものではない。
その通りで、ＱＥは評価技術であって、固有技術ではありませんが、固有技
術をほんまもんにするのはＱＥしかないと確信しています。
>私にとって、品質工学は自分のアイデアの良し悪しを客観的に判定するツ
ールでしかない。
その通りですが、今まで技術の本質まで遡って評価した手法があったでしょ
うか。もしあったら教えてください。
>品質工学の実験を失敗した。よく聞きます。
全て固有技術の深さに関係があるのです。今まではその問題の大きさを研
究段階では分からず製造や市場に出て問題が起こってから、問題の大きさ
に気がついていたのです。あまりにもタイムラグが長すぎたのです。ある自
動車メーカーは２００を越す試験条件で信頼性試験をして出荷しています
が、市場においてリコール問題がなぜ起こるのでしょうか。「試験
（Testing）」をしても「評価(Estimation）」をしていないからです。
>評価が優れていても、技術がなければ何の役にも立たない。
品質工学を使っても品質は良くならない。品質を良くするのは技術でしょ。
評価は固有技術力を評価しているのです。評価しただけでは駄目で改善が
必要ですから、パラメータ設計があるのです。内側の直交表に割り付ける
のは制御因子ですが、これは技術が無ければパラメータや水準を設定でき
ないことは当然です。このことはノイズについても同じことです。
>評価に時間が掛かって困っているのではなく、技術そのもので困っている
からでしょ。
技術力のレベルを評価しているのが品質工学です。そのために、他社品や
従来品をベンチマークにして機能性の評価を行うのです。
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技術力が低ければ技術力を高める工夫をすることが技術者の役割です。
貴方も冷静になって評価技術の大切さを噛み締めてほしいですね。
私のように大きな失敗をした先輩としてご忠告申し上げます。
570．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：やあまん 日付：11月6日(水) 20時34分
ヒロさんのご意見を拝見させて、自分の今の立場として感じたことです。
＞技術者は技術の評価方法で困っているんですか。技術そのもので困って
いるのでしょ。評価が優れていても、技術がなければ何の役にも立たない。
＞品質工学を使っても品質は良くならない。品質を良くするのは技術でし
ょ。
実際、私みたいに技術者の実験屋（のはしくれですが）をしていると技術そ
のものよりも評価方法で困るのです。本当にこの技術を製品に適用してい
いものか？この判断が、技術を生み出すより実に難しいのです。この判断
を誤ったときの損失なんて技術がなくてウンウンしているより余程痛いので
す。
今の自分がそうですが、評価を誤ったときのクレーム処理って本当に痛い
のです。しかし技術者（というか設計者かな？）はその点が分かってくれな
いのです。技術が間違っていたからとか言うわけです。でも本当はそれまで
に評価という関門があるはずなのですが、これが上手く働かないからなの
です。
>評価に時間が掛かって困っているのではなく、技術そのもので困っている
からでしょ。
実際、実験してみると分かるのですが、技術を考える事なんてどうにでもな
ります。それこそ発想法とか使えば何か出てきます。でも、考えた技術のう
ち、どれが適切か評価するのは、いくら試作品があっても、項目やら結果の
まとめやら時間がかかったり、確実性が不足したりして困るのです。設計者
は思い付きで技術を編み出すことがありますが、ほんまにいいのかどうか
の判断なんてそう簡単ではないのです。
571．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Tetsu 日付：11月6日(水) 23時41分
>品質工学は技術の評価であって、技術そのものではない。
>それ以上に、何の意味が・・・？
自分の技術の良し悪し評価に興味のない技術者はいないでしょう。お客様
の立場から自分の技術を評価し駄目なら潔く諦める覚悟はできています
か？ 技術の評価とは単なるﾂｰﾙと割り切れるほど軽いものではありませ
ん。
品質工学は技術者のｱｲﾃﾞｱを短期間に最高レベルまで高めてくれることも
忘れずに。
572．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：ヒロ 日付：11月7日(木) 7時29分

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200210.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

7/12 ページ

皆様、私のことを誤解しているような、やはり書き方がまずいのかな。
私は決して品質工学を批判していません。
現に、評価には品質工学を必ず使っています（前にも書きましたが）。
何故なら、自分の考えたアイデアの良し悪しが早く分かるから。
他の方法は私も知りません。ただ、品質工学より合理的な方法があれば、
そちらへ直ぐに移ります（だからツールでしかない）。
その結果駄目なら、次のアイデアを考えます。
やあまん>・・・技術を考える事なんてどうにでもなります。
凄いですね。技術者不要ですね。
某Ｍ社が数十年だか十数年だか、新しい技術が出なかったと言ってたと思
いますが、聞かせてやりたいですね。
あなたの会社の技術者は・・・
Tetsu>自分の技術の良し悪し評価に興味のない技術者はいないでしょう。
お客様の立場から自分の技術を評価し駄目なら潔く諦める覚悟はできてい
ますか？ 技術の評価とは単なるﾂｰﾙと割り切れるほど軽いものではあり
ません。
この考えが問題、この考えが品質工学が技術者に普及しない原因。
いつまでも自分のアイデアにしがみつく、結果は出ているのに。
何故クールに結果を受け入れないのか。何故直ぐに次のアイデアを考えな
いのか。
Tetsu>品質工学は技術者のｱｲﾃﾞｱを短期間に最高レベルまで高めてくれ
ることも忘れずに。
これが理解できているのなら、ツールって割り切れるでしょ。
最高レベルが駄目なら駄目って。
573．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：はまや 日付：11月7日(木) 7時41分
ヒロさん。
言っていることは理解できるし、私もツールと思っていますので冷静に。
Kazz先生も、ちょっと度の過ぎた表現だったとも思います。
「救われたとか、人生の達人とか」
知らない人が聞いたら、やはり宗教って思うのではないでしょうか。
品質工学の普及に躍起になるのは理解できますが。
他の方も同様に。
574．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人 日付：11月7日(木) 10時22分
>ALL
ヒロさんの発言でたくさんの方からご意見がいただいてよかったと思いま
す。
ヒロさんの言われるように、品質工学を単なるツールと考える方も多いと思
います。古典的実験計画法や多変量解析や信頼性工学やＯＲなどと同じよ
うにツールと考えてもよいと思います。そのことは結構ですし、ヒロさんも品
質工学を批判や否定しているわけではなく、むしろ積極的に使われておら
れるわけですから立派だと思います。ただ他の手法と違うところは、開発の
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考え方やしくみを180度変えるところまで言及していることです。すなわち、メ
ソッドと同時にフィロソフィの部分が大きいということです。この話をすると田
口先生に嫌われますが、東洋哲学的な発想に原点があると個人的には考
えています。世の中のあるべき姿や人間としてのありたい姿など理想状態
や正常状態を意識して行動することが基本にあると考えています。普及だ
けを考えるのであれば単なる手法として紹介すればよいのです。それだけ
でもなかなか理解していただけないですが。親兄弟や妻子も含めて周りの
人間の立場を理解して行動することが大切ですが、それらは全てノイズで
あり信号でもあるのですから、それらの影響に強くなることが人間として大
切なことだと考えています。
575．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：いしの 日付：11月7日(木) 13時22分
この議論は、ＳＮ比は、お客が欲するもの派と社内が欲する
もの派とに分かれるかと思います。
田口先生曰く、「技術者とは、責任ある自由人であれ」です。
日本の常識と北朝鮮の常識がかみ合わないことと同じ様な議
論に比喩されます。
ご自分が信念と責任を持ってやられるならば何でもいいです。
577．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Shingo 日付：11月7日(木) 23時7分
いくつか（あるいは、一つかもしれませんが）述べさせて頂きます。
１、私の「品質工学の専門家」のイメージ
私自身、私の意思を以って、会社において「品質工学を推進」する仕事に
変わりました。従って、まず、会社内で「品質工学については、私に聞けば
何でも答えてくれる」と固有技術の技術者に信頼して頂き、様々な技術開発
の課題、製品開発の改善、品質問題などについて、固有技術の技術者とと
もに解決して行ける人
と考えています。
さらに、会社という枠を越えて、また、技術開発という枠すら越えて、「品質
工学」の考え方（フィロソイー）と理論（セオリー）と手法（メソッド）を、様々な
分野（例えば、これまで、社会科学と言われるような分野）への適用などを
推進、研究できるような人
と考えています。
機械、化学、電気、薬学など様々な固有技術の技術者がそれらの分野を
拠所としているように、私も「品質工学」を拠所として行きたいという思いが
あり、それが、「品質工学の専門家」という表現になったと考えています。
ただ、なぜ「品質工学屋」という表現を使わなかった？ですが、現在の私
の思いとして、私の拠所（核、軸足）は「品質工学」ですが、それ以外の考
え、理論、手法を一切無視することはないことを表現したかったのだと考え
ています。「品質工学屋」と表現してしまいますと、「品質工学」しか受け付
けない狭量さみたいなものを感じたからだと考えています。
では、「品質工学」以外に例えばどのようなものを受け入れるのか？と言
いますと、私が学生時代から興味があります物理、数学など、そしてＴＲＩＺ、
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ＱＦＤなど開発プロセスを革新する為の色々な考え方です。
２、考え方と理論・手法について
「品質工学」の成り立ちを考えますと、皆、自ずと一つのところに到達する
のではないでしょうか？
私は、「品質工学」の土台、急所、或いは、最も大切なポイントは
「品質とは、製品が出荷されたときに廃棄されるまでの間に社会に対して与
える損失である。」
という「品質」の考え方ではないかと考えています。
ここから、損失関数、ＳＮ比、パラメータ設計などの理論、手法が派生してく
ると考えています。
この「品質」の考え方こそ「品質工学」の独創的な考え方であり、他の手法
と際立った違いだと考えています。
私自身、このごろそれに気がつきました。それまでは、パラメータ設計、直
交表、ＳＮ比などを駆使して「最適条件」を見つける便利な方法だと考えて
いるのみでした。
578．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Shingo 日付：11月7日(木) 23時46分
続けて失礼します。
最近、入手しました情報を掲載させて頂きます。
（但し、聞いた話ですので、その点のみ念頭においてご覧下さい。）
ポイント：
体制、組織として開発している技術を的確に評価することの難しさ
或いは、技術マネジメントの難しさ
あるコンサルタントの方の話です。
色々な会社の方と一緒に仕事をして次のことを強く感じたそうです。
プロジェクトの途中で直面する技術の課題について、
１）的確にブレークスルーできるように導くことができる技術マネージャが非
常に少ないこと。
２）ブレークスルーできない場合でも、プロジェクトの方向性を的確に転換で
きる技術マネージャもまた非常に少ないこと。
３）プロジェクトそのものの「ゴー、ストップ」を的確にできる技術マネージャ
が非常に少ないこと。
これら１）２）３）について、自らの責任を以って決断できる技術マネージャが
非常に少ないこと。
極端に酷い場合は、部下をほとんど脅しに近い態度で尻を叩くだけの技
術マネージャや、部下に責任を転嫁する技術マネージャがいるとのこと。
技術者は筋の良くない技術を、技術の評価でストップすることができな
い。技術者が筋の良くない技術をストップできる場合は、経営者がその技術
をあきらめた時、他社にその技術で負けたと分かった時などだそうで、決し
て、自分の責任でプロジェクトの進退を決断しないそうです。
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以上のことより、個々人が、個々人のレベルの技術や実験を的確にクー
ルに評価できる場合でも、組織・体制のレベル（事業に直結するプロジェク
トレベルなど）では違った行動をとってしまうという現実があるのかもしれま
せん。（これは、私の感想です。）
これは、「品質工学の扱う分野」なのか？それとも「プロジェクトマネジメン
トの扱う分野」なのか？議論があるとことですが。。。
以上です。

579．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：タクヤ 日付：11月8日(金) 17時17分
品質工学は確かにツール的要素ももっておりますが、私がやって良かった
と思うのは、品質工学的な考え方を使うことつまり機能性（評価尺度）を考
えることで技術者が今一度自分の担当製品の目的とその目的を達成する
ための
技術手段を考えなおすことができることだと思います。
いかに忙しいことを口実に技術者が考えなくなっているか、
自分のアイデアに陶酔し、その良さの評価もしていない。
ことがわかってきました。
最近この機能性を考えることがすごく面白くなってきました。なんちゃって！
580．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Tetsu 日付：11月8日(金) 22時34分
>>Tetsu>自分の技術の良し悪し評価に興味のない技術者はいないでしょ
う。
>>お客様の立場から自分の技術を評価し駄目なら潔く諦める覚悟はできて
い>>ますか？ 技術の評価とは単なるﾂｰﾙと割り切れるほど軽いものでは
ありま>>せん。
>この考えが問題、この考えが品質工学が技術者に普及しない原因。
>いつまでも自分のアイデアにしがみつく、結果は出ているのに。
>何故クールに結果を受け入れないのか。何故直ぐに次のアイデアを考え
ない>のか。
自分のアイデアにしがみつかなければ社内での立場を失うからクールに受
け入れられないのです。研究所で２～３年間開発した技術をQEを使って数
ヶ月で否定し代案を提案したことがありますが大変な抵抗のために私の意
見は無視され潰されたことがあります。品質工学は上流で使ってこそ最も
効果的だと考えていますがそれができないマネジメントに研究部門でのQE
普及の本質的な障害があるのです。
>>Tetsu>品質工学は技術者のｱｲﾃﾞｱを短期間に最高レベルまで高めてく
れるこ>>とも忘れずに。
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>これが理解できているのなら、ツールって割り切れるでしょ。
>最高レベルが駄目なら駄目って。
品質工学というﾂｰﾙで測った結果あなたの技術は駄目でしたなどと言って
もそれだけでは誰も納得しません。QEを使ったとしても最後は自分が駄目
と判断するのです。あくまで技術者として自立した個人の判断です。QEは
自動測定ﾂｰﾙではありません。
581．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：やあまん 日付：11月8日(金) 23時15分
やあまん>・・・技術を考える事なんてどうにでもなります。
凄いですね。技術者不要ですね。
某Ｍ社が数十年だか十数年だか、新しい技術が出なかったと言ってたと思
いますが、聞かせてやりたいですね。
あなたの会社の技術者は・・・
多分、私の考えている「技術」の概念がヒロさんとは違うかもしれません。
TRIZの生み親であるアルトシューラー氏は発明のランクとして5つのランク
を記しています。この中には第1レベルの「改良」に相当するものから第5レ
ベルの真の「発明」まであります。でも、この全てが「技術」だと考えていま
す。おそらく某M社がいっている「技術」はそれこそ第5レベルの「発明」のこ
とかもしれません。（某M社じゃないので、これ以上わかりませんが。）
しかし、どんなレベルの発明いや技術であっても、それが本当に使えるの
かどうかの判断はまったく別物なのです。
583．Re: 品質工学屋は技術者でなくてもよいのか
名前：Kazz@管理人 日付：11月9日(土) 0時10分
私は技術について次のように考えています。
「アイディア」の段階は、個人技能（Artificial)の段階で技術ではない。固有
技術（Techology)はアイディアを具体的な機能に置き換える段階である。技
術の確実性（Engineering)の段階ではじめて実用化できると考えている。最
後の段階は品質工学の役割と考えている。
言葉の定義などどうでも良い話ですね。

554．技術者魂とは
名前：Kazz@管理人

日付：10月24日(木) 10時38分

松下電器の元副社長の中尾さんは旋盤工から出発された方ですが，最後まで技
術者魂を持ちつづけた方です。私も27歳のとき小型成形歯車を開発したのです
が，0.1モジュールと極めて小さい歯車であったため当時としては企業の中に加工
技術がなかったのです。そこで，シャルミーの放電加工(800万円）とディッケルのフ
ライス盤とアーブルグの射出成形機をスイスやドイツから輸入して，研究開発から
製造や評価まで全て一人でやった経験がありますが，そのお陰に今では設計だ
けでなく加工技術についても分かるようになったのです。今の技術者は幸か不幸
か知れませんがこのような体験は出来ないのです。このような経験をせよとは言
いませんが技術者はモノ造りが好きでなければ資格はありませんね。
http://homepage2.nifty.com/khara/
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557．Re: 技術者魂とは
名前：はまや 日付：10月25日(金) 17時13分
関連する技術を一通り手で触ってみないと、本当の意味での技術は分から
ないですね。
触っている内に、アイデアが出ることもあるし。
562．Re: 技術者魂とは
名前：タクヤ 日付：10月31日(木) 17時42分
> 松下電器の元副社長の中尾さんは旋盤工から出発された方ですが，最
後まで技術者魂を持ちつづけた方です。
結局現地現物が一番だと思っています。モノを触らずに設計などできる
はずがないと思いますが・・・
ＣＡＥでも市販のＣＡＥを使っているようでは、どこでもできるわけですが、
とは言えまだそのレベルも十分でないのが現状です。
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2002年11月 の投稿ログ
605．標準信号ＳＮ比の修正について
名前：林

日付：11月27日(水) 22時42分

この一年 私は悩みに悩んできました。そして有効除数を計算式に入れないと従
来の基本機能ＳＮ比に近いのではないかと気付いたのが８月でした。
同じ考え方で今回の大討論会の資料の臨時増刊号で明確に修正されていました
が、討論会での説明が無かったのは納得できませんでした。
誰も田口先生が以前に言われていたことが訂正されることに対して文句をいうこ
とはないと思いますが、考え方が変わったことに対する説明はしていただきかった
というのが一会員というか私の期待でした。
そういう意味であの討論会は何なのかという疑念を部分的に感じています。
原先生が言われている空海―最澄論 高野山―比叡山論に対して キリスト―
ヨハネ・マタイ論と私は考えていますが、おかしいと思ったことに対して明確な発言
がなかったことに対して現状の品質工学会に対して部分的な疑いを持っていま
す。
606．Re: 標準信号ＳＮ比の修正について
名前：Kazz@管理人 日付：11月27日(水) 23時53分
>誰も田口先生が以前に言われていたことが訂正されることに対して文句を
いうことはないと思いますが･･･
今回の大会が品質工学をご存じない方が多かったので、難しい説明は混
乱させるだけですから省いたのだと思います。
すでに通信教育や新しい資料には訂正されたものが出ていますので改め
て説明されなかったのだと思います。
新しいことは間違いもあるし完璧を望むことは期待しない方がよいと思いま
す。今回は２年前に発表されたときから私が申し上げていたことですが、早
い時期に直されたことは幸いでした。
607．Re: 標準信号ＳＮ比の修正について
名前：林 日付：11月28日(木) 9時50分
Ｋａｚｚ先生
いつも冷静ですばやいレスありがとうございます。
最近夜のアルコールが増えてしまっています。
討論会の参加者の半分近くが学会員でなかったのを忘れておりました。ま
た討論会の趣旨も標準信号ＳＮ比の修正の話をするようなものでなかった
ことも理解しました。臨時増刊号の中でしっかりと訂正されていますし、品質
工学を勉強している者であれば、やっぱりこれでよいのかというだけで良か
ったと反省しております。
＞早い時期に訂正されて幸いでした。
本当に私もそう思います。
608．Re: 標準信号ＳＮ比の修正について
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名前：いしの 日付：11月28日(木) 17時25分
林さん、はじめまして。
私も今年の初めに回路設計を標準ＳＮ比を試みたところ、どうも感覚的
に違う結果となり休止していました。
早速、改善案でやってみたいと思いますが２０世紀型で行っても大体、
同じ結果になるのではと思っています。
609．Re: 標準信号ＳＮ比の修正について
名前：林 日付：11月29日(金) 16時19分
いしのさん はじめまして
滋賀県品質工学研究会で演習として９８年の大会論文集の埼玉フォーラム
の攪拌の論文に生データが記載されています。３斑に分かれて実験されて
いますが、２０世紀と２１世紀で全く相関がない１斑の結果と相関のある３斑
の結果がありました。有効除数をＳＮ比の計算から削除すると１斑も３斑も
共に相関の良い結果となりました。
現在自分の過去の計算を再確認しだしたところです。
610．Re: 標準信号ＳＮ比の修正について
名前：いしの 日付：12月2日(月) 11時15分
林さん
>９８年の大会論文集の埼玉フォーラムの攪拌の論文に生データが記載さ
れています。
98年の大会は、参加出来なく資料がないのですが生データの記載とは、流
石は埼玉
です。
２、３年前だったと思いますが、大会論文頁の規制があり、計算過程、分散
分析表
も無くなりつつ、極端な例では、ＳＮ比のみという事例がありますね。
それを見てか一部の人では、分散分析表の記載を見て、「これは品質工学
ではない」
という誤った解釈をしている方もいるようですが、最低でも分散分析表は残
して頂
きたいと個人的には思っています。（ほぼ計算過程が分かります。）
>現在自分の過去の計算を再確認しだしたところです。
私も、日々、事例の検討ですが、お互いに頑張りましょう。

594．10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：Kazz@管理人

日付：11月23日(土) 10時42分

私はこの3日間1年くらいの時間を経験した思いです。
21日はS社で講演をしましたが、これも全く品質工学をご存じない方を対象でした
から、現実の日本の姿がよく分かりました。技術者の多くは決められた特性値の
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目標に対して一路驀進していて周りが見えなくなっているのではないでしょうか。
4.14μmの線幅が目標値であれば、それをクリアすれば満足してしまうのです。そ
れが技術開発だと錯覚していてそのために制御因子を弄り回して楽しんでいるや
ら苦しんでいるのです。経営者やマネージャーの多くはそれが技術者のあり方だ
と思っているのです。私が「ほんまもんの技術者とは何か」という講演を今年は3回
やりましたが、このような現状に対する警鐘のつもりでした。VOCなどといってこの
ような活動をしていますが、「顧客が満足する」のはこのような活動ではないので
す。顧客を満足させるのでは駄目です。
特性値に付いて知恵もなく、何も考えないということは技術者の堕落と考えていま
すが皆さんのご意見はいかがでしょうか。
595．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：いしの 日付：11月23日(土) 10時59分
> 特性値に付いて知恵もなく、何も考えないということは技術者の堕落と考
えていますが皆さんのご意見はいかがでしょうか。
Kazz先生
昨日は、お疲れさまでした。
また、お忙しいようなので、あえてご挨拶にうかがわなかったご無礼をお
許し下さい。
先生のお嘆きは、私も同様に感じております。
実態は、本当にそうなのです。従いまして、本掲示板にも発言されている
Ｈ氏のような考えをもった方も出てくるのです。
また、今回の経営陣の一人にとんでもない方がいましたね。しかし、そう
は言っても私のような平にはどうにもならないことです。
すみません、愚痴になってしまいました。
で、本日は、ミッキーマウス（「逆説の...」単行本参照）の業務で休出
です。理想と現実の狭間で四苦八苦している今日この頃です。（これも愚
痴でした）
596．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：いしの 日付：11月23日(土) 12時36分
あるＴＶ番組で吉本興業の社長が「社長なんてパート社員と一緒ですよ。
実績が無ければ即クビです。」と言っていました。
こういった社長は少ないですよね。
ふんぞり返った社長が多く、あまりにふんぞり変えるものだから椅子を
壊してしまい、役員に安全の観点がなっていないと叱り飛ばしたという
笑うに笑えない話も聞いたことがありますよ。
597．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：Kazz@管理人 日付：11月23日(土) 13時14分
いしのさん
昨日のコメンテータの経営者の一人と雑談していたとき、原さんの資料「試
作レス設計と技術手段の評価」は数式があるので誰も読まないよ。というの
です。壇上の話は数式抜きでしましたが、世の中の数式離れはそんなもん
でしょうね。1ページに1行数式がある本は売れないといわれていますね。い
くら品質工学をご存じない方を対象にしたといっても学会の本ですから許し
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ていただくことにします。
598．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：いしの 日付：11月23日(土) 14時44分
理系の経営者でも数式は、見なくなると聞きます。（うちでも殆
ど見てくれません）
部門毎に出てくる訳の分からない数千通りの数値だけを見ている
のでウンザリなのでしょうね。
経営者の気持ちも分からないではないです
600．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：Tetsu 日付：11月23日(土) 22時18分
S社の強みは新技術、新事業へのﾁｬﾚﾝｼﾞ精神ではないでしょうか。新機能
で先行し基本特許と周辺特許を固めてビジネスを有利に展開するのがS社
の事業戦略ですが機能性戦略は他のｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾒｰｶ並かあるいはそれ以
下です。本気で走っても複写ﾌﾟﾘﾝﾀﾒｰｶｰには数年は追いつけないでしょう。
今回の大会で取り上げて頂いたOW-MO開発ﾒﾝﾊﾞｰの一人がS社で先端技
術開発を担当しているのですが今のところ機能性評価を受け入れる土壌は
ないようです。S社が機能性戦略を身につけたらとんでもなく強い会社にな
るでしょう。電気業界でもようやく数社がQE展開を開始しましたがこの流れ
に乗り遅れた企業が消滅するのではないかとと思っています。大企業でも
愚かな仕事しかできない会社は潰れても仕方がない。指示命令に従ってま
じめに働いた従業員が哀れです。
601．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：Jajan 日付：11月25日(月) 9時14分
Kazz先生
大盛況の討論会でよかったですね。
大会準備・運営の方は大変だったことと思います。
感想としては，
（１）品質工学が，個々の事例を積み重ねて「点」→「面」へと
戦略的になりつつあるということ。
（２）適用の裾野をMTSで大きく広げようとしていること。
今後ともよろしくお願いいたします。
602．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：Kazz@管理人 日付：11月25日(月) 10時25分
Jajanさん
大会の発表ありがとうございました。着実に実行されている姿を品質工学を
知らない皆さんには理解していただいたと思います。
さて、これからどうするかまた課題ができましたね。目先しか考えない経営
者や技術者にとっては、品質工学は夢物語ではないでしょうか。
最近DFSSが叫ばれていますが、中身は旧い体質のままが多いのが現状
ではないでしょうか。ISOだって然りです。その中にどうやって入り込むかが
課題です。よい知恵があったらご提案ください。
603．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
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名前：タクヤ 日付：11月25日(月) 13時38分
＜特性値の目標に対して一路驀進していて周りが見えなくなっているので
はな＜いでしょうか。4.14μmの線幅が目標値であれば、それをクリアすれ
ば満足＜してしまうのです。
同感です。この間社内研究発表会にて、技術役員の前でそのことを発表者
に
質問してやりました。
要はばらつきを考えず平均値の事しか考えてないのです。しかしメーカー
からそういうことを要求されない限り、やらない体質ですは、当社は。
来年はトップダウンに持っていきたいのですが、上手い方法はないでしょう
か？成果事例を出してアピールするしかないのでしょうが？
604．Re: 10周年記念品質工学大討論会の感想は？
名前：林 日付：11月27日(水) 11時34分
先生はじめ討論会に関わった人達の大変さがよくわかりました。
その内容は学会誌の臨時増刊号に集約されていましたので、ｓｑｒｇの
ホームページでも購読を勧めております。QEの現在の状態が判り易く解説
されており、討論会の趣旨とピッタリでした。
当日は貴重なお話ばかりでしたが、その中で一番共感したのが芝野氏の
解説でした。「品質工学は技術者の無駄な仕事を無くす」この話が即開発
経費として経営者層でピンときた人がどれくらいいらっしゃったのか疑問に
思っています。彼のは発言にコメントされた経営層はいませんでした。先生
の言われているホンマもんと同じことを芝野氏は言われていたと思います。

582．標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Kazz@管理人

日付：11月8日(金) 23時26分

田口先生が標準ＳＮ比を発表されたとき、私を含めて２,３の方から異議が出たこと
はご存知だと思います。感度βが大きいときと小さいときではばらつきが違うとい
うことです。最近、田口先生もその違いを修正するために、分母のVNを信号の大
きさ(2r）で割って基準化することを提案されています。今後田口先生がどのような
展開を見せるかは楽しみですね。
584．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：はまや 日付：11月9日(土) 6時50分
単に２ｒでＶＮを割ると、本来の信号因子の水準の幅がＳＮ比に影響しなくな
る。例えば、ｙ＝βＭ、標準条件がＮ１（ｙ＝β１Ｍ）とＮ２（ｙ＝β２Ｍ）との平
均値とすると、ＳＮ比の真値は｛（β１＋β２）／（β１－β２）｝＾２となりＭに
依存しなくなる。
これって？、どうなんでしょう？？、式しか追えない私には分かりませ
ん？？？
姿を見ただけでは、やはり心はつかめない！
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585．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：いしの 日付：11月11日(月) 8時28分
一つだけ申しますと、比例式で使うのはおかしく、曲線にだけ
有効だということだと思います。
あとは、公式発表があるまで待ちましょう。
はまやさん
２ｒの意味を考えて下さい。
そうすると何となく分かります。
586．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Kazz@管理人 日付：11月11日(月) 9時57分
標準ＳＮ比は線形（比例関係）でも非線形（曲線関係）でも使えると思います
が、2rで割って基準化しない場合には感度の大きさでばらつきが変わりま
す。基準化することで感度の変化が大きくても使えるのではないでしょう
か。目的機能の場合には非線形のものが多いので便利だと思いますが、
基本機能の場合でも使えるのではないでしょうか。
587．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Kazz@管理人 日付：11月11日(月) 12時24分

実際に修正された標準ＳＮ比で解析してみますと、最適条件が従来の基本
機能のＳＮ比と全く同じ傾向になりました。利得の改善も良好でした。当たり
前のことかもしれませんが、基準化したことがこのような結果を招いたのだ
と思います。
下記の添付ファイルをご覧ください。
588．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Tetsu 日付：11月11日(月) 12時26分
ﾉｲｽﾞは標準SN比のVNを使って非線形効果を除外して再現性を確保しさら
に感度問題も解決できるとなれば素晴らしいですね。
さらに2次項のﾁｭｰﾆﾝｸﾞまで行えば適用範囲が広がります。
589．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：はまや 日付：11月11日(月) 13時8分
先のカキコの内容を一般化し、本来の信号Ｍに対し、出力がｙ＝β＊ｆ（Ｍ）
の場合もＳＮ比の真値は｛（β１＋β２）／（β１－β２）｝＾２となり、ｆ（Ｍ）の
影響は全く受けない。当然Ｍの影響も受けない。
ｆ（Ｍ）はチューニング案件なので、この方法でＳＮ比より完全に排除できると
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いうことでしょうか。
590．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Tetsu 日付：11月20日(水) 13時3分
はまや様
本来の信号因子の水準が異なる場合に問題があるということでしょうか？
591．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：はまや 日付：11月21日(木) 21時37分
本来の信号因子の水準が異なる場合に問題があるかどうかは分かりませ
ん。誰か教えて！
ただ言えることは、本来の信号およびその出力の関数関係には関係なく、
ノイズによる出力の大きさの変化率が同じであれば、同じSN比になるという
こと。違うかも？
593．Re: 標準ＳＮ比の修正案の件
名前：Kazz@管理人 日付：11月23日(土) 10時27分
私は従来のＳＮ比も新しいＳＮ比も最適条件が異なることはないと考えてい
ます。たくさんの事例を見ないと結論できませんが、これが今のところの感
想です。
本来、ＳＮ比は機能の大きさと機能のばらつきの比で表していますから、ど
ちらが抜けても評価にはならないはずです。新しいＳＮ比で感度が小さいと
きが最適になることがおかしかったのです。発表されてから2年間で誤りが
修正されたことが幸いだったと思います。
私は最初からおかしいですよと先生にも申し上げていましたが、先生は空
海ですから「弘法も筆の誤り」ということだってあるのです。
私は今年のテーラーブランク工法についてもおかしいといい続けていました
ね。母材を標準にしなくても修正案で最適条件は求まるはずです。
矢野先生は「時間が解決するよ」といわれていましたが、早い時間で解決し
たのがよかったと思います。

576．ホームページの引越しについて
名前：Kazz@管理人

日付：11月7日(木) 20時37分

>ALL
今利用しているＨＰはNIFTYですが、容量が１０ＭＢを超えると５Ｍごとに２００円/
月かかります。ところが、最近すごいオンラインサービスを見つけましたのでいず
れは引っ越す予定です。その会社は「Cool ONLINE」というところで２８０MBまで５
００円/月で利用できるのです。
URLはhttp://osaka.cool.ne.jp/kaz727/となります。今でも使えますのでアクセスし
てみてください。
この掲示板は何も変化ありませんので今まで通り活用してください。

569．「専門技術」と「評価技術」について
名前：Kazz@管理人

日付：11月6日(水) 13時47分

file:///C:/Users/kazz/Documents/掲示板/200211.html

2011/06/06

品質工学会 Kazzの品質工学特集

8/9 ページ

技術者が商品を開発するときには、抽象的な顧客の声を目的機能に置き換えて、
その機能をいくつかのサブ機能に分解して、それらの機能の計測技術や解析技
術を開発するには専門技術が必要になります。それらの機能を満足する技術手
段を考えて、機能性の評価や改善を行うのが品質工学の役割です。その後で、固
有技術化された要素技術や製造技術を寄せ集めて、目標値にチューニングする
商品開発を行うことになります。
具体的な事例は、ホームページの「肩たたき機の開発」や「電気かみそりの開発」
をご覧いただければご理解いただけると思います。
ヒロさんが仰っているようなシステムを考えるのが技術者の役割で、品質工学は
その後で、システムを評価する作業に過ぎないというご意見は納得できないので
す。システムを考える前に目的機能が何かを先行させることが大切なのです。

564．品質工学との出会いとわが人生観
名前：Kazz@管理人

日付：11月3日(日) 13時38分

私の品質工学との出会いについて、ホームページに載せましたのでご覧になって
ください。
現役時代にはとにかく世界一の商品を作ろうと自分のためだけで開発をやってき
ましたが、品質工学と出会ってからは180度考え方が変わった体験を纏めてみま
した。何かご参考になれば幸いです。
566．Re: 品質工学との出会いとわが人生観
名前：Jajan 日付：11月5日(火) 12時45分
KaZZ先生
お久しぶりです。
ドタバタしていたら掲示板がこんなに盛り上がっているとは！
品質工学をメソドロジにとどまらず，フィロソフィとして理解しようと
すると，ここまで強くなれるのかとあらためて再認識させてもらいました。
品質工学はどこで切っても
「己は何をしたいのか」を問われる訳ですから，
たとえば，損失関数で使うばらつきの概念も
σ^2＝1/n∑(yi-平均値）^2ではなく，
σ^2＝1/n∑（yi-m)^2として
決して求めたい”m”を見失うなということと私は理解したいと思います。
とはいえ，まだまだ・・・。
日々勉強です。

565．ロボットコンテストの感想
名前：Kazz@管理人

日付：11月4日(月) 10時33分

今朝NHKでアジアロボットコンテストが報道されていました。
優勝はベトナムホーチーミン工科大学で2位が中国工科大学でしたが、日本の代
表の豊橋科学技術大学や金沢工科大学は敗退しました。
ここで特筆されることは東南アジアの後進国と考えられていたベトナムが優勝した
ということです。
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日本の大学には戦略的思考が乏しいのです。
品質工学的に説明しますと、アイディアを駆使してシステムを創造することから始
まりますが、いくらアイディアがよくても機能の安定性（頑健性やスピード）が無け
れば勝負には勝てないのです。ロボットですから、ＸＹＺの３方向の安定性を機能
性の評価であるＳＮ比で高め、感度解析で方向性を決めることが必要です。
大学では、機能に対するアイディア（機能設計）だけでなく、機能の安定性を確保
する機能性設計（ロバスト設計）を重視した教育を行うことが大切ですが、困ったこ
とには、日本の大学の先生たちは品質工学的な技術開発を知らないのです。
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2002年12月 の投稿ログ
639．品質工学を理解するのは難事業である
名前：Kazz@管理人

日付：12月27日(金) 10時31分

この掲示板にこられる皆さんは一応品質工学の考え方を理解された方だと思いま
すが、私を含めて本当に分かっているかというと大変疑問です。そもそも、科学的
には全く証明されないＳＮ比の世界ですから、理解できないのは当たり前のことだ
と思います。従来の科学的思考では考えられない世界を評価（予測）するわけで
すから、理解せよという方が無理というものです。昔、空海が中国に渡ったとき、
行く先の現象を予測した話は有名ですが、昔は悟りを開いた人間だけが予測でき
たことです。ＭＤでも何も起こらない状態を定義して、異常な状態を予測しようとす
るのですから、普通の人から見れば神か仏の仕業としか考えられない話です。こ
のことを今の企業でやろうとすると「無駄な仕事」とか何かとか「効率的な開発」と
は何かを品質工学の立場で主張してみても大変難しいことだとつくづく考えてしま
います。結果を見るまでは分かってもらえないことをどのように理解させるか皆さ
んの思いをお聞かせください。
641．Re: 品質工学を理解するのは難事業である
名前：のっぽ 日付：12月27日(金) 17時39分
Kazzさん
本年も楽しい話を有難うございました。
さて、結果を見るまで分かってもらえない事を如何に分かってもらうか。私
は品質工学は特別なことを言ってるのではない。優れた先人達は同じ事を
別の言葉を使って既にに表現していますよ、と説得しています。例えば、将
棋の坂田三吉は「勝つと思うな思えば負ける」と言って勝負でなく良い将棋
を指すこと（基本機能）に拘れと教えている、優れた商売人は「損して得取
れ（目先の利益に拘るな）」と説いていますし、最近でもJQA（経営品質賞）
では「結果を見るな、プロセスを見なさい」と言っている、などです。
品質工学は先人の知恵（または人生のプロの極意）を技術の面で、具現
化しているだけなのです。工学という名前がついているので、新しい学問か
学説だと思い頭で理解しようとする人が多く、信用できない、分からない、
納得できないとなるわけです。
私のやり方です。それでも納得しない人はいます。危機感や必要性を感じ
てない人ですね。
642．Re: 品質工学を理解するのは難事業である
名前：mizgi 日付：12月27日(金) 19時57分
掲示板に参加させていただき，本当にありがとうございました。
結果を見なければ分からない，というのがほとんどの企業の姿ではないで
しょうか。その割に『プロセスが大事なんだよ。』としたり顔で言う上司のな
んと多いことか。
自分は『分かってもらう』という考えは捨てています。
顧客が満足する，ということを考えよ。
顧客を満足させる，ではないのですよ。
というkazz先生の言葉を転用すれば，
『分からせる』ではなく『上司が理解する』活動なり，推進なりを考えていくの
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が正道かと思います。
それが出来ているか，と問われれば『いいえ』なのですけれど。
というわけで，まだまだ道は険しいですが来年も頑張ります。
みなさま，よいお年をお迎え下さい。
643．Re: 品質工学を理解するのは難事業である
名前：Shingo 日付：12月28日(土) 10時33分
私なりに弊事業場に勤務する技術者について品質工学への理解度を階層
別にまとめ、それらの人に対する私の”今”の考えをまとめてみます。
（現実を可能な限り正確に表現することを目指しての表現であり、内容、表
現で不適切な個所があるかもしれませんが、私の語彙不足によるもので
す。）
■事業場長（※事業場は”開発センター”ですので、技術出身です。）
【理解度】
品質工学を最適条件を見つけ出すツールとしてのみ理解しています。品質
工学の本質・考え方は理解出来ていません。しかし、品質工学の必要性は
強く感じています。
【私の考え】
事業場内で「成功事例」を作り、徐々に品質工学の本質・考え方を理解させ
ることを考えています。私は、この８月に旧業務（生産システム開発）から新
業務（品質工学推進専任担当）に変わりました。その際、事業場長とも話し
合いましたが、事業場長には品質工学に対するご自身の理解以外の考え
方を受け入れる態勢が整っていないことを悟りました。
■部長
【理解度】
品質工学を全く理解していません。ご自身方もそのような発言（「分からな
い！」）と発言しています。しかし、会社の方針、事業場長の指示で「品質工
学を自分が理解するのではなく、部下に習得させなければ」という意識を持
っています。ただ、無知、無垢なところが救いでしょうか。
【私の考え】
誠に申し訳ないですが、今のところ、この階層の方は無視しています。今の
私ではこの方達の面倒を見る暇がありません。
■課長
【理解度】
品質工学を全く理解してないか、「独学」や社内の統計屋さんの「研修」や
良く分からない「ご自身の主義」により品質工学を誤解し拒否する姿勢を示
す方もいます。しかし、そういう方も含めて部長と同様に、会社の方針、上
司の指示で「品質工学を部下に習得させなければ（部下に習得してもらった
ら儲けもんと私が感じることも在ります）」という姿勢を示しています。
【私の考え】
誠に申し訳ないですが、今のところ、この階層の方も無視しています。今の
私ではこの方達の面倒を見る暇がありません。
■中堅、若手
【理解度】
品質工学を理解していない人、研修で知識を持っている人（誤解している人
も含みます）など様々です。但し、前記の管理者連中と違うのは、品質工学
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に興味を持っている点です。この点が重要と考えています。
【私の考え】
私の持てるベストを尽くして、これらの方の業務支援と品質工学の知識、考
え方の伝達をしようと考えています。現在、少しづつですがテーマ解決支援
をしつつあります。
・分からない人、関心がない人、拒否する人に無理に納得してもらう時間と
暇はない。
・少しでも興味がある人こそ私のパートナーと考え、品質工学の本質を理解
するよう最善を尽くしたい。しかし、”サポートはするがヘルプはしない！”
・私自身、人に言われて「品質工学」を勉強したわけでは在りません。従っ
て、他の人に対しても、自分で興味を持って探求するしかないと思いながら
今の仕事をしています。
これが、今の私の考えです。
これでは、小さな変化で結局は「死んで」しまうのかとも思ってしまいます。
どうしても、・・・と感じたら今の事業場を去ります。より高く広い視点に立っ
た仕事をする為に！遠からず来るかも？？？
原先生、そして、掲示板に登場されました皆様のご意見を拝見したくさんの
勉強をさせて頂きました。
どうもありがとうございました。
私自身、まだまだ未熟で勉強することがたくさんあります。
来年も宜しくお願いします。
以上です。
644．Re: 品質工学を理解するのは難事業である
名前：Kazz@管理人 日付：12月30日(月) 11時24分
のっぽさん mizgiさん Shingoさん
皆さんのご意見は共通点があり、現在の日本の企業の実態を表していると
思いました。
品質工学を普及させるには、トップダウンが必要ですが、経営者や管理者
が単に“関心がある”程度では成功しませんね。部下にやらせる前にご自
分の役割を認識されて「変わる」ことが大切です。手法だけに興味があるマ
ネージャーでは駄目ですね。ＱＥの哲学は経営そのものであるのですから、
手法ではなく考え方を身につけることが大切です。そのためには、学会とし
てもこれからの大きな課題だと考えています。
若い技術者には機能性の評価の重要性や面白さを分かってもらえば、後
は自由にやるようになると思います。
今年は掲示板にご投稿いただきありがとうございました。
来年もますます皆様がご活躍されることを祈っています。

633．品質工学の取り組みについて
名前：Kazz@管理人

日付：12月23日(月) 12時32分
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皆さん 今年も後1週間で終わりですが、年末を如何にお過ごしですか。この掲示
板にもたくさんの方が登場していただき貴重なご意見をいただきましたことを感謝
しています。
私も今年はたくさんの企業の方に接して品質工学の普及に努めましたが、感じ
たことを申し上げます。
ある企業では品質工学の導入にあたり、技術的にはあまり重要でない問題から
入られていましたが、これは無駄なことだと思います。品質工学の練習用にテーマ
を選んだのでしょうが、成果が得られないばかりでなく、手段が目的化して「もぐら
叩き」が起こることになります。
田口先生は「成功するところに品質工学を適用したのでは何も価値が生まれな
い。失敗するところがあるから価値がある」と仰っておられます。皆さんも技術的に
重要な課題に挑戦されることが、品質工学を活用した意味があると考えてくださ
い。先にも申し上げましたが、小さな変化では大きな変化は期待できない、という
ことを肝に銘じて来年の技術開発に挑戦されることを祈っています。
638．Re: 品質工学の取り組みについて
名前：Jajan 日付：12月27日(金) 9時16分
今年は１０周年で，多くのイベントがあり，多くを学ぶことが出来ました。
品質工学の進化が「品質工学の手法としての進化」と「品質工学の影響力
の進化」という２方向あるとすると，
後者の進化にむけ，多くの適用課題を見つけ一つでも多く解決して行きたく
思います。
本年はお世話になりありがとうございました。
皆様良いお年をおむかえください。
/E
640．Re: 品質工学の取り組みについて
名前：やあまん 日付：12月27日(金) 16時59分
取り組みという点では、ほんの一部では上流の技術開発からMT法まで幅
広くとりくまれていますが、全社的にはまだまだです。とりわけ今いる部署で
は重大なクレームで悩まれているにも関わらず、私自身も含めて検証手法
の改善が少しも進まず、いつまでも「もぐらたたき」の状態です。
そのせいか（？）とうとう、私自身、（お酒も飲めないのに）肝臓を少し患い通
院の日々です。病院のベットで点滴を受けていると、「もっと胆識を持って取
り組まないと・・・」と今の自分の状況に悔しささえ感じます。
来年は少なくともこんな状況にだけはならないようにしなければとまずある
測定装置の校正周期の最適化から取り組んでいるところです。

628．小さな変化では変化に対応できない
名前：Kazz@管理人

日付：12月15日(日) 12時33分

蛙を水の中に入れて水温を徐々に上げていくと、その温度には対応するがいずれ
は死んでしまう。しかし、熱い湯にいきなり入れると飛び出してしまう実験をしたこ
とがある。
このことは人間でも同じで、日常の小さな変化に対応していると、目先の対応に追
われて、ある日静かに息を引き取ることになる。それが企業の衰退や倒産であ
る。
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品質工学の教育や指導をしていても仕事のやり方を変えなければならないけれ
ど、目先の問題解決から手が離せないため、大きな市場や技術の変化には対応
できず他社の後追いだけに終わっている企業がなんと多いことやら。
このようなときには大きなジャンプをしてみることである。松下幸之助が考えられな
い目標設定をして社員を奮い立てたことは有名である。
先日マツダにお伺いしたとき副社長が無理難題を部下に押し付ける話が出ました
がこのことが大切なのである。
629．（続）大変化に生きる
名前：Kazz@管理人 日付：12月15日(日) 15時3分
先ほどの「小さな変化」の話の続きである。
タバコや酒を止められない人が多いが、その人は「１本ずつ減らそう」とい
かにも合理性のあるような話をするが、このような人は何時まで経っても止
められない。
「君、値上げしたらタバコを止めるといっていたがどうしたんだ？」
「ハイ、買うのを止めました。すみません１本めぐんで下さい。」
「？・・・」
私たちが成長することは自分を変えることである。自分を変える人はある日
突然過去の習性を変えてしまう。今まさに環境条件は大変化している。この
ようなときに生き延びる人間は、変化には変化を持って対応していかなけ
ればならない。
私も５０歳で過去とは決別して企業では「悪魔」といわれたが、品質工学の
道に転進したたことが今の生き方になっている。小変化や中変化ではなく、
大変化こそが大切なのである。
631．Re: 小さな変化では変化に対応できない
名前：Tetsu 日付：12月15日(日) 21時51分
弊社の危機的状況と上層部の感度の鈍さに関する小生の疑問に対してと
ても印象に残るご回答をして頂いた副社長には大変感謝をしています。中
国の台頭,
技術の成熟化等の環境変化を業績悪化の言い訳にするのか、それともこ
れら環境変化を誤差因子とし経営課題として真正面から捉えるのかの違い
を見せつけられた思いでした。
ﾓﾉづくり事業からｻｰﾋﾞｽｿﾌﾄ事業へ 製造部門の海外ｼﾌﾄ この流れを全て
否定するつもりはありませんが、そもそも業績不振の根本原因には事業戦
略、技術戦略、特許戦略のまずさにあるのであって自社の経営問題そのも
のなのです。
具体例を上げるとも可能です。
戦略を立案し実行させた方々は特別に自由を与えられそれを行使したので
すから当然結果責任をとるべきであると私は考えます。ところが実態は指
示命令に従って従順に適用した人間が会社を去り責任をとる結果となって
います。これでは経営に失敗しても戦略（仕事のやり方）はほとんど変わり
ません。
ボケッとした上層部も問題ですがあまりにも従順な良い子集団もまた問題
です。これまでのｻﾗﾘｰﾏﾝは自由も責任もありませんでしたが最近は自由を
経験せずに責任だけは取らされるような方々が大勢います。自由と責任の
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ﾊﾞﾗﾝｽが
崩れています。こうなると大人しくしていても意味がありません。先ずは戦略
を持っている人材が動くしかないと思います。幸い一人二人と仲間が増え
ています。
632．Re: 小さな変化では変化に対応できない
名前：Jajan 日付：12月16日(月) 9時57分
KaZZ先生
大きな目標を与えられ，それを何が何でもやりぬく。
そのためには，まずCommitmentできる自己（有言実行）の確立と，
自己の領域にとどまらず答えを探し出せる行動が重要と思っています。
品質工学は，問題解決型のテーマを技術開発型のテーマに置き換え，
基本機能をしっかり自らが定義し，自己の制御因子を思いっきり見直しする
ことを要求しますから，
変化に立ち向かえる人づくり工学や，究極は戦略工学としての意味合いも
強くなってくると思います。
634．Re: 小さな変化では変化に対応できない
名前：のっぽ 日付：12月25日(水) 13時19分
いつもながらこの掲示板を読むと元気付けられます。tetsu
さんのアジ演説も健在ですね。本音で且つ核心を突いている、いつも感心
しています。
Kazzさんは５０歳で大変化をしたそうです。私も５０を超えていますが、自
分では大変化をしているつもりです。専門技術者から汎用技術者への転進
です。本当は「転社していないが転職した」と言いたいのですが、転職という
言葉が誤解を生むので「在宅出家」しましたと言っています。
現在の管理社会では、目的ではなく目標達成が最優先です。TOPをはじ
め管理職は、管理指標の達成ばかりを考えています。品質、コスト、納期、
株価すべて管理指標です。自社の株価を上げることに専念した結果がエン
ロンの破綻なのだそうです。
技術の世界でも管理指標を追い続ける管理者は多いですが、技術力と技
術者の育成を考えている管理者は少なくなりました。品質工学も今までの
枠組み（自分のやり方）に当てはめて使えるなら使おうという態度です。小
さな変化で対応しようとしています。やり方自体を変えないとダメですよ、と
いうメッセージは届いていません。「出家」しないと分からないのですかね。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
635．Re: 小さな変化では変化に対応できない
名前：のっぽ 日付：12月25日(水) 16時13分
堺屋太一氏が知価革命こそ必要だと説いている本では、まさに今の日本
に必要なのは「改革」ではなくて「革命」であると言ってます。規格品の大量
生産で成功してきた日本は、いま世界から遅れをとっている。そのことに気
づかずいつまでも今までのやり方に拘っているのは、ユデガエルそのもの
です。
目標値管理（指標管理）で技術者の作業効率化を追及してきた今までの
やり方から、機能（目的）を追及して技術開発を効率化する方法に変えなさ
いというのが品質工学。今までの管理で出世した人には理解できない世界
でしょう。
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恐竜は世界を征服した強さゆえに滅びたと言われていますが、まさに日
本も強くなった方法論に縛られて滅んでゆくという図式が浮かんできます。
品質工学会の次の10年は、経営の革新に焦点を絞る必要がありますよ
ね。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
636．Re: 小さな変化では変化に対応できない
名前：Kazz@管理人 日付：12月25日(水) 18時41分
のっぽさん
>恐竜は世界を征服した強さゆえに滅びたと言われていますが、まさに日本
も強くなった方法論に縛られて滅んでゆくという図式が浮かんできます。品
質工学会の次の10年は、経営の革新に焦点を絞る必要がありますよね。
全く同感です。標準化と品質管理の1月号の中にある偉い先生が「ＴＱＣが
盛んな３０年前のことを経験した人が、若い人たちにはいません。（ＴＱＣを）
伝えていく人がいない。私は非常に危機感を持っている」と過去の栄光を懐
かしがって礼讃しているのです。私はＴＱＣが全面的に悪いものだとは思い
ませんが、時代が変貌している現在、問題点を反省して、経営革新を図る
ことが大切なのです。このような時こそ田口賞のアセスメントを導入する企
業が現れて来ることを期待する次第です。

618．「解析評価技術」について
名前：Kazz@管理人

日付：12月10日(火) 10時42分

私が関係している会社だけでなく、殆どの会社に共通していることだと思います
が、技術者の仕事を解析評価技術とＣＡＥと信頼性と安全性などに分類していると
ころが多いですね。
問題は解析評価技術ですが、この中身は科学的な理論解析や現象説明の実験
が殆どで、企業でも大学でもこのような研究が主体になっています。このような研
究ではお客の立場で考えていませんから、機能性などという発想は出てこないの
です。データも品質特性が殆どです。私は解析技術が悪いといっているのではな
く、むしろ解析ができないような技術者は困るのですが、解析や現象解明の実験
さえしておれば物ができると考えていることが問題なのです。また、信頼性と称し
て、故障率やその逆数のMTBFを調べて寿命を予測していますが、ノイズが異なる
加速試験でワイブル分布を作って市場のクレームと相関させていることが問題な
のです。従来は問題がおきたデータだけしか扱わないためにこのようなことが起こ
るのですが、従来は問題が起こったときのデータしか扱いませんからこのような現
象が起こるのでしょうね。問題は尽きないですね。
630．Re: 「解析評価技術」について
名前：Shingo 日付：12月15日(日) 19時13分
つい先日、本屋で立ち読みした週刊誌（たしか週間ポスト：山根一眞氏の
対談：メタルカラー云々）の記事で、はっとした内容が書かれていました。記
憶に頼ってまとめてみますので、ご興味のある方は是非ご確認頂ければ幸
いです。
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・対談者：
今話題のノーベル化学賞を受賞した田中さんとの対談です。
・はっとした内容：
田中さんがノーベル賞を受賞した”あの高分子の解析技術”について、
田中さん自身が次のようなことをおっしゃっていました。
「いまでも受賞対象のあの現象がなぜ起きるのか説明できる理論がない
こと」
しかし、田中さん自身が
「”私は技術者だから、技術者としては”現象が説明できなくても、
その現象を利用して装置（所謂、製品）を創ることができることが
重要であること」
とおっしゃっていました。
私の周囲の技術者を含めて、一般的に現象のメカニズムはどうなってい
るか？（上司が部下の実験結果を問い質す時の常套句ですね）などが技
術者の議論の中心という雰囲気がありますが、田中さんは”やはり”ちょっと
違うのでしょうか！？（いい意味でやはり変人なのでしょうか！？）
以上です。

627．日本企業の戦略性について
名前：Kazz@管理人

日付：12月13日(金) 13時28分

①企業の指導で相談を受けるのは、「現場が困っている」という問題解決型のテー
マが殆どですが、このような問題は技術開発の「テーマ設定」の条件にはなりませ
ん。 経営的に「困っているか否か」だけがテーマ設定基準となるべきです。
ある企業で体験したことですが、電子回路の基板が反るので自動機にかからなく
て困っている。とか、たくさん電子部品が付いている基板の抵抗の一部が傷が付
いているので外観的な品質問題があるので困っていることをTMで解決して欲し
い。とかいうのです。
「木を見て森を見ない」という言葉そのものなのです。「品質工学をなめるな」と心
の中では思ったのですがお客様ですから、優しくお話するしかないのです。日本
人は政治家もそうですが殆どの人が問題が起こると問題潰しに走るのです。
②口ではVOCといっていますが、「顧客が満足する」という意味が全く理解してい
ないのです。企画者は頭で考えた自分勝手の商品を企画したり、設計者はお客様
の欲しくないノイズに対する信頼性などの問題を考えずに、無駄な信頼性試験や
寿命試験で誤魔化しているのです。自分の役割（機能）が何か。ということを分か
っている方が殆どいません。事業部長や研究所長に「貴方の働きは何ですか」と
聞いてもまともな答えは返ってきません。全員が「サラリーマン化」してしまったの
ですね。
来年の品質工学研究会の大会テーマが「“儲かる”技術開発を品質工学で」としま
したが、自分だけが儲かるだけでは駄目で相手も儲かるようにすることが大切で
すね。
③また、最適な戦略、最適な改革の方法論を着実に効率良く実行していくために
は、 ＩＴ（情報技術）という名のツールの活用が不可欠です。日本の企業には戦略
的思考が殆どありません。戦略と戦術の区別ができていませんね。戦略は永久に
変わっては駄目ですが、戦術は場合によって変わるのが当たり前ですね。商品だ
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とか技術などは日進月歩ですから戦術問題です。
今度のノーベル賞を貰った田中さんの場合、誇張すれば「テーマの選択」がよかっ
ただけです。これは個人の問題ではなく、戦略担当の技術責任者が考える問題で
す。4つの偶然が重なってノーベル賞に繋がったとご本人は行っていますが、技術
開発においては「必然」であって「偶然」では困るのです。Aで駄目でBでも駄目だ
ったのでたまたまA+Bで実験したらうまくいったとか、それを捨てずにとっておいて
計測したからよかったとか。当たり前の研究のスタイルを貫けば成果に結びつい
たことだと思います。（苦笑）少し僻みがあるかな。
技術戦略には、①テーマの選択②システムの選択③システムの評価④ツールの
活用 の4つがあると田口先生が述べられていますが、これらを準備するのは技
術責任者の仕事です。日本の責任者は全くこんなことは考えていません。

611．100円ショップと品質工学
名前：Kazz@管理人

日付：12月8日(日) 22時53分

みなさん、こんにちは。
100円ショップの話は、私の品質工学の講演の中には時々登場してきます。私が
感心するのは社長の経営哲学なんです。彼がどのような動機で考え出したか知り
ませんが、素晴らしい発想ですね。
商品の中身は生活必需品であることや普通では100円以上するものなどがお客
の好奇心をそそるのでしょうね。私が感心するのは“安かろう悪かろう”という考え
方を払拭してしまったことだと思います。どんなに安くても玩具のようにすぐ潰れて
しまうものであれば商売としては長続きしませんね。
社長の品質に対する拘りが成功の秘密であると思います。
社会的な生産性というのは、コストと品質の総和で表すことができますが、そのバ
ランスが大切です。品質工学では、その総和を最小にして両者のバランスを考え
て商品を開発したり生産することを提案しています。品質は価値の部分(機能やデ
ザインや価格）もありますが、損失の部分（機能のばらつきによる損失）もあるので
す。お客が買う前は前者しか分かりませんが、買ってからの使い勝手や故障や寿
命などが後者になるわけです。
100円ショップの社長がこのような考えでやっているかは分かりませんが、お客の
立場で商売していることは間違いないと思います。
613．Re: 100円ショップと品質工学
名前：のっぽ 日付：12月9日(月) 16時35分
KAZZ先生、お久しぶりです。今回からハンドル名を変えてみました。
さて、今日の午前中にある関連会社の社長以下幹部に、「経営戦略とし
て品質工学を理解して使えば、人材と技術の育成が出来ますよ」と説明し
てきました。しかし、反応はさっぱりでした。業績も良くないし、信頼性試験
などに多くの人数を割いていて、経営課題はたくさんあるはずなのに･･･。
帰ってきてこのページを見たら100円ショップの話が載っていました。「これ
だ」。創業者社長と、サラリーマン社長には危機感に雲泥の差がある。関連
会社の社長はじめ幹部には親会社から派遣というサラリーマン感覚がある
のではないか。
サラリーマン根性と対比する言葉は、創業者根性?ですかね。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
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615．Re: 100円ショップと品質工学
名前：林 日付：12月9日(月) 21時38分
１００円ショップの経営者がお客の立場で商売しているとは思えません。
ダイソー はっきり会社名をあげるのは問題かもしれませんが、その経営に
ついては、１００円で利益を上げて売り切るための経営者としての計算が明
確に理解できます。儲けるための１００円ショップ以外の何物でもないと思っ
ています。
１．出店費用が安い場所選び
２．人件費 ほとんどアルバイト
３．１月に６００以上の新規アイテムの投入
売れない物の淘汰
消費者の立場ではなく、儲ける為によくよく考え抜いた経営戦略であり、そ
れが今までの流通コスト破壊であったということで消費者の共感を得たとい
うことではないでしょうか。
ファーストリテイリング―ユニクロも同じだと思います。
品質は当たり前 その上での コスト勝負というのが下克上時代の業界で
す。
それが流通や自動車や家電
そういう中で現在の中国の台頭に非常に興味があります。それにダグチメ
ソッドが追加されたら日本の工業会はどうなるのか不安で一杯です。
私の所属している繊維業界では、リタイヤされた技術者が安いコストで中国
に嘱託で技術指導に行かれている人が本当に多くなりました。中国から直
接人買いにやって来ていますし、定年後にも自分の技術を生かせる場所が
あればという日本人技術者の期待もあって自分の属していた会社の固有
技術とプラスアルファ私の品質工学的サポート 実験計画の立案と計算サ
ポート があれば
充分中国で勝負出来ると考えて出ていかれる方が多くなりました。
こういう方が多く出てくると戦後の補償というか中国人民の為になっている
のではないかと思っていますが、田口先生やカズ先生始め品質工学に携
わっている皆さんが田口哲学の元 全人類の幸福の総和として中国に指
導された場合は
日本でどのように品質工学が広まるという議論なんか完全に霞んでしまうと
思います。
そういうことでは前回の討論会の「日本の．．．」という課題は田口先生の
理念からずれているのではないかと思っています。
日本の産業界の再生ではなくて 個人レベルでの技術者がどれだけ海外
相手に勝負出来るか 自分の固有技術というかそれがどれだけ磨けるか
が私の個人的な課題と考えています。
616．Re: 100円ショップと品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：12月9日(月) 22時55分
私は100円ショップの経営の全てが良いと言っているのではありません。確
かに100円以下のものもありますし、私がこのショップで買うものは限られて
います。ただ感心するのは、お買い得商品を見つける楽しみがあります。
私は200円以上は使いません。コストと品質のバランスは考えていることが
品質工学と似ているかなという程度です。近くにあるコーナンというショップ
の方が商品の内容も豊富で魅力はありますね。ほんまもんでなければいつ
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かは自然淘汰されるでしょう。
617．Re: 100円ショップと品質工学
名前：のっぽ 日付：12月10日(火) 10時3分
林さん
迫力のある議論展開、感服しました。自分の固有技術でどこまで勝負でき
るか、まさに一番興味あるところです。日本の産業界の再生とかいう言葉
は、指導者がいう言葉であり、個人の行動を喚起する言葉ではありません
よね。
KAZZ先生が100円ショップの経営に着目した理由もわかります。私の書き
込みにあるように「普通」の経営者は危機感がなくなってきていると考えて
いるからです。経営者が、林さんのように具体的に中国の脅威を感じてい
るなら、何かの手を考えるはずです。その一つの現れが100円ショップだと
理解したからです。つまり活力があるかどうかであり、KAZZ先生の言うよう
に成功するかどうかは別なのです。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
619．Re: 100円ショップと品質工学
名前：のっぽ 日付：12月10日(火) 11時29分
KAZZ先生、サラリーマン根性でなく創業者根性を持った経営者を、「ほんま
もん」の経営者と呼ぶのですか。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
621．Re: 100円ショップと品質工学
名前：Kazz@管理人 日付：12月10日(火) 13時27分
のっぽさん
その通りです。
松下幸之助にしても井深さんや本田さんはほんまもんですね。
金儲けだけでなく世の中のために私利私欲を捨てて経営することですよ。
儲けるということは自分だけでなく相手のことも考えた経営です。
来年の大会スローガンは「“儲かる”技術開発を品質工学で」に決まりまし
たが素晴らしいと思いませんか。
622．Re: 100円ショップと品質工学
名前：林 日付：12月10日(火) 19時8分
Ｋａｚｚ先生
１００円ショップは「ほんまもん」と思っています。
６００～７００アイテム／月の商品開発をやっているらしい
つまり売れ筋の追求と売れない商品の淘汰という流通の基本中の基本を
実現しているということです。
結局はそういう商業活動がイコールお客様の利益に直結している企業が
生き残っていける そういう企業しか生き残っていけない時代なんですね。
623．Re: 100円ショップと品質工学
名前：林 日付：12月10日(火) 19時24分
のっぽさん はじめまして
自分の固有技術を磨くのが自分の課題だと大風呂敷を広げましたが実は、
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それがきりないことにも気付いています。
リタイヤされた技術者が自分の固有技術だけでは勝負できないので諦めて
いた嘱託による技術指導が、実験計画のサポート体制を確立したことによ
って自分の固有技術以外の問題が発生した場合にも安心してサポートされ
るという安心感が出来て、中国で活動されるようになっています。
私自身２０才台に初めてスーパーバイザーとして中国に行きましたが、その
当時は機械設備・生産技術・品質管理等全てを吸収しようとしていました。
この１０月に北京で繊維機械展があったので有給を２日取得して自費で３
泊４日の北京を楽しんできましたが、機械設備は全くのコピーが完全に出
来上がっていましたが、彼らが今課題として実感していることが「機械のコ
ピーは出来たが、性能がきちんと出ない」という危機感でした。そして嘱託
の技術者を日本から手っ取り早く連れてくるということも近道なのでやって
いますが、マザー技術である品質工学の重要性に気付き始めている技術
者が多くなっているのです。まだ自分で実験計画を組める人は少ないです
が。
自費でパリや北京の展示会に行っていること自体 私も普通のサラリーマ
ンとは違うと思っていますが、そういう行動はほとんど回りから理解されて
いません。笑い
中国の産業界と品質工学が結びついたら日本は完全に負けるのではない
かと思っています。
624．Re: 100円ショップと品質工学
名前：Tetsu 日付：12月10日(火) 23時5分
中国等の勢いは脅威でしょうがそれを時代の流れとして当然のごとく受け
止める方々が実に多いのが本当の危機ではないでしょうか。地方の工場で
多くの従業員が仕事を失い退職していく現実を身近に見ていますのでこの
ままでは国内工場は存続できないと感じる気持ちはわかります。
しかし社内を冷静に見回すと新規事業のｱｲﾃﾞｱを持っているとか問題意識
を持った変革思考の人材がいるのです。ところがそのような人材は何故か
無視されその能力が生かされていない。ﾉｰﾍﾞﾙ賞の田中さん現象が日本中
で蔓延しているのではないでしょうか。人材が自由に動けない、人材を有効
利用しない何かがあります。
もう一つはものづくりの危機です。品質は当たり前でｺｽﾄで勝負との意見が
大多数でしょうが私が見る限り高機能、低ｺｽﾄを追いかけた結果肝心の品
質が犠牲になっているのが実態のように見えます。事業分野によって異な
るとは思いますが先端技術分野では決してものづくりは順調には行ってい
ません。これは海外製造か国内製造かという次元の問題ではないのです。
人材と自由と品質工学 これが現状打開のｷｰﾜｰﾄﾞと思います。
人材が自由に走り品質工学で一気に新規事業を立ち上げる。
これが実現すれば日本再生も夢ではないと思っています。
625．Re: 100円ショップと品質工学
名前：mizgi 日付：12月11日(水) 8時46分
久しぶりの投稿です。
議論が白熱している中，ちょっと気が引けるのですが・・・。
主語と述語の関係が判りにくい文章が多いです。
読むのにも理解するのにも，非常に時間がかかります。
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文章の品質についても配慮していただければ幸いです。
626．Re: 100円ショップと品質工学
名前：のっぽ 日付：12月11日(水) 17時14分
林さん
自費でパリや北京の展示会に行ってるなんてすごいですね。私なんか、
家族の抵抗の前で「自費」の捻出も出来ませんよ。今後の林さんの書き込
みを読むのを楽しみにさせていただきます。
KAZZ先生
来年のテーマは「儲かる技術開発･･･」ですか。いいですね。大阪風にいう
と「品質工学で儲けなはれ」ですかね。ちょっと意味が違うかな。
実行委員をしていたときから気になっていたのは、テーマの設定と応募され
る論文内容の整合性がないことです。ジャストアイデアですが、大会の最後
に、来年のテーマはこれですと宣言するのはどうでしょうか。実行委員会と
してはきついですが、マンネリを打破するキッカケになりませんか。
tetsuさん
人材と自由と品質工学 自由という言葉が入っているのが、tetsuさんらし
いですね。私も自由という言葉はキーだと思います。自由とそれに伴う責任
（または覚悟）ですよね。自由の重みが感じられれば、人材育成もスムーズ
に行くと思ってます。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/

614．訪問者が2万人を超えました
名前：Kazz@管理人

日付：12月9日(月) 17時27分

昨年10月にカウンタをつけましてから、訪問者が2万人を超えました。
スケッチと品質工学のどちらが多いか分かりませんが訪れていただいた方々に感
謝します。
掲示板には13606人ですが、前の掲示板にもたくさんの方が書き込んでいただき
ましたので2万人近い方がご覧になっておられます。
最近は内容もできるだけ更新するように努力していますので、社内の教育などに
ご活用いただければ幸いです。内容についてご要望があればご意見を頂きたいと
存じます。
620．Re: 訪問者が2万人を超えました
名前：のっぽ 日付：12月10日(火) 12時1分
おめでとうございます。
掲示板の方が訪問者は多いでしょう。私もマンションの大規模修繕に関す
るホームページを立ち上げてますが、一日に30人平均のアクセスです。
訪問者の数ではなくて、レスポンスの方が嬉しいですね。黙って見て帰って
しまう人が多いと、張り合いがありません。その意味で掲示板はいいです
ね。私もやろうと思ったことがあるのですが、維持が大変そうで止めてま
す。KAZZ管理者が豊富な話題の提供や、素早いレスポンスをしていること
が、盛況の秘密でしょう。
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今後とも利用させてください。
http://ｗｗｗ13.xdsl.ne.jp/~hasebe/
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