
関西品質工学研究会 ２００６年活動実績表 2007年１月13日

★印：田口先生ご来阪指導月
開催日 項　目 内　容 氏名(会社名) ※敬称略

１／１４(土) 総会 総会成立宣言(出席28名、委任状15名の合計43名で会員62名の過半数の出席)→承認 芝野会長
１４１回 2005年度活動報告 →承認 清水副会長
司：芝野 2005年度会計報告 →承認 吉田事務局
議：清水 2006年度幹事紹介　→承認 芝野会長

出席者３２名 ＜退任幹事＞太田氏（シマノ）　荘所氏（村田機械）　山口氏（松下電器）
＜今年度幹事＞
　会長　芝野氏（コニカミノルタ）　副会長　清水氏（ダイハツ）
　幹事　　継続：木村氏（松下電工）高木氏（タツタ電線）櫻井氏（富士ゼロックス）
　　　　　新任：平野氏（コニカミノルタ）高濱氏（三菱重工）鶴田氏（三菱電機）

事務局：吉田氏（日本規格協会）沖居氏（日本規格協会）

■2006年度活動総括
・田口先生ご講演 1回

・田口先生事例指導 4テーマ

・関西品質工学研究会シンポジウム 第4回開催

・全体討議 3テーマ

・グループ討議 32テーマ

・テーマ検討会 44テーマ

・MT研究会 6回開催

　　　　事務局：吉田氏（日本規格協会）沖居氏（日本規格協会）

2006年度活動予定 →承認 櫻井幹事
2006年度予算計画 →承認 吉田事務局
竹ヶ鼻氏（ＴＴコンサルタント）の顧問就任の推薦 →承認 芝野会長

原 顧問の講演 「大会テーマにことよせて」 原 顧問

グループ検討会 ☆ヒータ温度特性の向上 松下電工　木村
(☆:全体討議分)

〔テーマ20／全体討議1〕
新年会 研究会終了後、懇親会（新年会）を実施。（場所：美々卯）

2／3(金) 田口先生ご講演 「電子回路の機能性設計」
１４２回
司：櫻井 テーマ検討会１ 画像ムラの定量化手法の考え方 富士通周辺機　岡林
議：高濱 テーマ検討会２ 切削加工の最適化 原子燃料工業　塩田

出席者３９名 テーマ検討会３ 繊維機械のドラフト装置開発の評価方法 村田機械　坂元
テーマ検討会４ 周囲温度変化による熱変形抑制のための放電加工機の構造最適化 三菱電機　野村

第１回ＭＴ研究Ｇ 単位空間の考え方他の議論 自由参加
3／4(土) テーマ検討会１ 難削材における小径ドリルの超音波振動加工 神戸製鋼　赤澤
１４３回 テーマ検討会２ 販売台数予測 富士ゼロックス　櫻井
司：高木 テーマ検討会３ 刺繍ミシンの針穴糸通しの評価方法 ブラザー工業　高田
議：平野 テーマ検討会４ イメージセンサー画像処理技術の評価方法 コニカミノルタ　芹田

出席者４２名 テーマ検討会５ 秘 松下電器　森
テーマ検討会６ 複数端末非同期の遷移システムの直交表ソフトテスト 松下電器　山口

4／1(土) テーマ検討会１ テープ駆動機構部品の洗浄条件の検討 ヤマウチ　加藤・浅野
１４４回 テーマ検討会２ 原子燃料使用時の変形評価の事例相談 原子燃料工業　村瀬
司：高濱 テーマ検討会３ 風合い評価方法 村田機械　鐡見
議：櫻井 テーマ検討会４ 携帯窓のちらつき評価方法 日本写真印刷　坂田

出席者３９名 テーマ検討会５ 秘 松下電器　山口・南田

★★

第２回ＭＴ研究Ｇ MTシステムの体系と相関に関する考察他の議論 自由参加
４／１４～１５ 品質工学基礎教育研修会 場所：コニカミノルタ琵琶湖保養所 参加者２８名

（合宿研究会） テーマ：９テーマ
講師：幹事各位、荘所

５／１２(金) 原顧問ご講演 「社会トラブルを品質工学で斬る」
１４５回
司：平野 テーマ検討会１ 鋳造品の改善取組みについて 三菱重工　友光・押田
議：鶴田 テーマ検討会２ 新型直交歯車の開発 三菱電機　鶴田

出席者３９名 テーマ検討会３ 秘 ダイハツ　清水
第３回ＭＴ研究Ｇ パターン認識の様々手法の紹介 自由参加

６／２(金) テーマ検討会１ 数字認識 シマノ　太田
１４６回 テーマ検討会２ ケーブル押出技術 タツタ電線　浦下
司：木村 テーマ検討会３ 秘 松下東芝映像ディスプレイ　佐山
議：高木 テーマ検討会４ 構造体評価方法について リコー　安永

出席者３９名 テーマ検討会５ 手はんだ評価法開発 オムロン　真崎
テーマ検討会６ 秘 三洋電機　田中

第４回ＭＴ研究Ｇ 文字認識の単位空間について 自由参加
６／１５､１６ 第１４回品質工学 場所：きゅりあん（東京都品川区）

(木、金) 研究発表大会
７／１(土) テーマ検討会１ 複写機の濃度の再現性相対評価の検討 シャープ　林
１４７回 テーマ検討会２ ロボットケーブル加工品の評価技術検討 タツタ電線　大西
司：鶴田 テーマ検討会３ 消音のパラメータ設計について ヤンマー　清水
議：木村 テーマ検討会４ 芳香消臭剤の減量について 小林製薬　田中

出席者３９名 テーマ検討会５ 電力加工によるバイト加工の評価 三菱マテリアル　和田
テーマ検討会６ 秘 村田機械　鐡見

第５回ＭＴ研究Ｇ 文字認識の単位空間について 自由参加
８／４(金) 竹ケ鼻顧問ご講演 「田口メッソッドあれこれ」
１４８回１４８回
司：清水 テーマ検討会１ マハラノビス距離の計算方法について 村田機械　鐡見
議：芝野 テーマ検討会２ シート状洗剤スラリーの保形性向上 花王　坂本

出席者３３名 テーマ検討会３ 排気ダクト形状の最適化 村田機械　荘所
テーマ検討会４ 試作部品のＴ法による価格予測 コニカミノルタ　芝野

９／２(土) テーマ検討会１ 反射防止膜（ＡＲ）用インクの開発 日本写真印刷　徳野
１４９回 テーマ検討会２ 混合系直交表によるＭＴ法項目選択実施例 積水化学　佐藤
司：櫻井 テーマ検討会３ 光学部品研磨の評価方法について タツタ電線　片山
議：鶴田 テーマ検討会４ 抵抗溶接評価方法の検討 原子燃料工業　村瀬

出席者３４名 テーマ検討会５ ＴＳ法によるプロゴルフ獲得賞金の予測考察 ダイハツ　清水

１０／６(金) 第４回 関西品質工学研究会
　シンポジウム

場所：キャンパスプラザ京都５Ｆ第一講義室

１５０回 挨拶 京都府中小企業総合センター　近本
司：芝野 講演 「開発期間を半減する品質工学」 リコー　長谷部　光雄
議：清水 事例１ 「シミュレーションによるエンジン排気流路形状の最適化」 日産自動車　牧野　貴臣

出席者１２１名 事例２ 「光学シミュレーションによる光学素子のロバスト設計・許容差設計」 日本板硝子　永田　秀史
（関西４２名） 事例３ 「押出成形品への転写性評価の展開」 積水エンジニアリング　柳本　嘉弘

事例４ 「シート状洗剤の洗剤スラリーの保形性向上」 花王　坂本　雅基
まとめと講評 関西品質工学研究会顧問　 原 和彦

１１／１､２ 品質工学 場所：１１/１ 工場見学東海理化
シンポジウム 　　　１１/２ シンポジウム

１１／１１(金) 中井顧問ご講演 「計測分野における品質工学の展開－硬さ試験を通して－」
１５１回
司：高木 海外動向の報告 ＡＳＩシンポジウム参加報告 コニカミノルタ　芝野
議：木村 グループ討議(☆:全体討議分) ☆社内推進の進め方について 原子燃料工業　村瀬

出席者２８名 １２テ－マ／全体討議２ ☆全体最適と部分最適の考え方について リコー　安永
第６回ＭＴ研究Ｇ Ｔ法による予測について 自由参加

１２／２(土) テーマ検討会１ トナー外添条件の検討 東レエンジニアリング　稲垣
１５２回 テーマ検討会２ リフロー炉温度プロファイルの最適化 村田機械 荘所１５２回 テーマ検討会２ リフロー炉温度プロファイルの最適化 村田機械　荘所
司：芝野 テーマ検討会３ 購入部品の機能性評価 ジーエス・ユアサ　出水
議：櫻井 テーマ検討会４ 6社協同による写真用ゼラチン新試験法の開発と制定の考察 花王　坂本

出席者３８名 テーマ検討会５ 秘 オフィス　ワイ・エス　清水
※品質工学会への活動報告は、「議事録担当作成→中井顧問確認→学会提出」の流れで実施
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