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2006年01月 の投稿ログ

1843．(untitled)  

名前：つるぞう    日付：1月30日(月) 22時46分

つるた改め、つるぞうです。

品質工学のBlogを立ち上げました。
（HPすら持ったことがなく、実験的なものです。いつまで続くやら？）
http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/

コンテンツはまだまだこれからですが、経営学、経済学、金融工学、心理
学、ソフトウェア工学、ゲーム理論、組織論･･･などの視点で品質工学を論
じていきたいと思います。また、品質工学を展開する上で、どのように理想
論とのギャップを埋めていけばよいかということも考えていきたいと思って
います。まあ、雑感のメモといったくらいの位置づけなので、本格的な議論
を行うところまでは考えていません（コメントを入れていただくのはやぶさ
かではありません）。

この掲示板へ口火を切るのには少し鼻持ちならない内容が多いですが、気に
なるテーマがありましたら、こちらに転載して議論広げていただいても結構
です。(^_^) 
http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/ 

1844．Re: (untitled)
名前：Kazz@管理人    日付：1月30日(月) 23時36分

つるぞうさん
ブログばやりですね。日記代わりに使えば結構楽しいね。 

1846．Re: (untitled)
名前：つるぞう    日付：2月1日(水) 22時10分
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Kazz先生

すばらしいコメントまで入れていただきありがとうございました。
メンバのみ書き込みOKの設定になっていたので、登録などお手数を
おかけしたと思います。すみませんでした。
荒らしが来ないうちはオールカマー設定にしておきました。

追伸
１０万アクセスおめでとうございます。
カウンターは残念ながら３０ほどオーバーしており、キリ番ゲット
とはなりませんでした。 
http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/ 

1847．Re: (untitled)
名前：Kazz@管理人    日付：2月1日(水) 22時28分

つるぞうさん

１０万目のお客様ではないけれど一番近いので私のスケッチを贈呈
します。
貴方のブログは登録しないとコメントが書けなかったので、入会し
て書きました。 

1832．タグチメソッドの進化手法？  

名前：モリタ    日付：1月25日(水) 23時21分

原様
　京都で精密機器の下請けをやっておりますモリタと申します。私は、ＱＣ
一筋でやって参りました。日々クレーム対応や製造の品質問題で追われて一
日が終わる日々です。先日自分の役割を否定的に考えていた矢先、タグチメ
ソッドに出会いました。品質特性に影響する要因を現状把握し、原因究明し
て問題解決するという思考でやってきた私にとって、その影響を認めて、そ
の影響がでない条件を見つけるという発想に感銘を受けました。以前より、
もっと源流で何とかできないのかと考えていましたが、実現する手段などな
いものと思っておりました。昨年の標準化と品質管理大会で事例や考え方に
ついてお話を伺い、それ以来書籍を読みあさっています。その際に、原先生
のご出身の企業で、品質安定化手法というタグチメソッドを進化させた手法
について、井川さん？という方が発表されていました。タグチメソッドから
何を進化させたのかの紹介はありませんでしたが、ご存知であればご教示い
ただければ幸いです。もっとよいものであれば取り入れたいと思っておりま
す。 
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1833．Re: タグチメソッドの進化手法？
名前：Kazz@管理人    日付：1月26日(木) 10時32分

モリタさん
日夜もぐら叩きに奮闘されていてご苦労様です。
原因（ノイズ）の影響除去に気が付かれたことは大変結構ですね。
M社の品質安定化設計がタグチメソッドを進化させたものとは考えら
れませんが、２月１７日の規格協会主催の品質工学技術フォーラム
で発表がありますので聞いてみてください。私もコメンテータで出
席します。
今まで品質工学研究発表大会で一度も発表されていない企業ですか
ら内容は分かりませんが、何か特別な策があるのかもしれません
ね。 

1842．Re: タグチメソッドの進化手法？
名前：モリタ    日付：1月28日(土) 16時9分
原様
　情報ありがとうございます。来月17日に早速申し込み、自分の目
と耳で確認してみたいと思います。 

1841．「ばらつき」の誤解  

名前：Kazz@管理人    日付：1月28日(土) 9時31分

品質工学では、ばらつきは製造におけるｎ個のばらつきや環境条件や劣化に
よるばらつきで表すことになっているが、ばらつきの大きさを目標値に調整
した後のばらつきで表すことが分かっていない方が多い。
目標値に調整する前のばらつきは、望目特性の場合は（1/η=σ^2/m^2）
で、動特性の場合は（1/η=σ^2/β^2）で表される。したがって、それぞ
れの損失関数は望目特性の場合、L=Km0^2×σ^2/m^2であり、動特性の場
合、L=Kβ0^2×σ^2/β^2で計算する。（ただし、m0，β0は目標値）
教科書に損失関数をL=Kσ^2として説明してあるが、これはあくまでも目標
値に調整した後のばらつきで求めた値である。
こんなことは理解しているはずですが、初心者の方の中には誤解している方
がいる。ばらつきの本質を理解して欲しい。 

1816．品質工学が企業では普及しない理由  

名前：Kazz@管理人    日付：1月21日(土) 23時36分
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日本の優良企業の社長と雑談していたときに、「品質工学では貴方の会社の
実力も評価できるし、来年の利益の予測もできますよ」といったところ彼は
「そんなことは絶対不可能だ」というんです。「地震だって予測できるんで
すよ」といっても信用できないと言うんです。
品質工学が何ものか分かっていない人にとっては難しいことだということを
実感しました。彼は私とは一回りも若いのですが、立派な経営成果を出して
いるし問題はない経営者なんですが、彼が学んだ狭い範囲内でしか判断がで
きないようです。品質工学が万能薬だとは思いませんが、世の中はこの程度
だということです。
マンション問題でもいいましたが、「鉄筋量を減らしたのがけしからん」と
結果だけで判断するマスコミも問題ですが、この程度が世の中のレベルで
す。 

1827．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：林    日付：1月25日(水) 0時5分
ｋａｚｚ先生

＞立派な経営成果を出しているし問題はない経営者なんですが、彼
が学んだ狭い範囲内でしか判断ができないようです。

この前のスレッドでも書かせていただきましたが、人間自分のレベ
ルでしか理解できないということについてご検討下さい。しかも今
回の話は「立派な経営成果を出している」ということで、品質工学
を理解してもらおうと思ってもまず無理だと思います。

現状の有り方について疑念・疑問を持ってこそ品質工学の門をくぐ
れるのではないかと思います。

＞世の中はこの程度だということです。

これは当たり前のことと考えて、声に出す必要はないと思います。

私も社内の経営会議の場で何度か直交実験の事例を発表しました
が、全く食いついてくる経営層がありません。自分の非力を本当に
思い知らされました。

自分の非力を誤魔化すつもりではないのですが、やはりボトムダウ
ンで技術者が悪戦苦闘してもなかなか進めることが出来ない現状で
は、経営層にアピールしてトップダウンで普及させる学会の活動を
どのように有効的なものにするかという検討が大事かと思います。

そういう意味では、先生が話された内容では先方が食いついてこな
かったことは当然と思いました。まともな経営層であれば、開発期
間やコストの削減にこれだけ有効であるとかの事例の説明を受けれ
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ば、そしてそれが田口先生やｋ先生　ｙ先生の実績の話であれば、
導入しない経営層は本当にバカというしかないでしょう。 

1836．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：０STYLE    日付：1月26日(木) 22時11分
Kazz先生

始めまして。
品質工学を企業で普及させるには、やはり技術戦略/文化で納得させ
る必要があると思います。最初に「直交表」「品質工学」ではアレ
ルギー反応がでるだけです。品質工学に対する個人的な思いは以下
です。

製品仕様に縛られない真のR&D体制を実現していく場合、”技術開
発”と”設計”を分離していく必要がある。

実現するために品質工学においては、機能性と直交表を提供する。
機能性とは、設計論を構築するための技術力が充分かどうかを評価
できる指標である。
直交表とは、設計論構築を至極に効率化できる手法である。

”品質工学！”では受け入れてもらえないと思います。
他人からみたら宗教の勧誘と一緒です。 

1837．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：Kazz@管理人    日付：1月26日(木) 22時59分

実際には問題があるのに問題がないと考えている人や、自分のやっ
ているコトが一番いいと思っている人に対して、品質工学の良さを
説明しても耳には入らない。したがって、品質工学の教育はほとん
ど効果がないと思っている。教育するときには相手の持っている問
題に答えてやることが近道である。Dr.Tは事例にしか興味がないのは
そのためである。
冒頭の話は社長の認識レベルを知るための雑談で、品質工学を分
かってもらうための会話ではない。品質工学の考え方は従来のもの
とは異質なので難しいと考えてしまうのが普通である。 

1838．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：とおりすがり    日付：1月26日(木) 23時13分
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さすがKazz先生、大人のご回答ですね。

＞他人からみたら宗教の勧誘と一緒です。

ありがちな「宗教＝悪」みたいな思考停止状態ですね。
「自分の理解できないもの＝悪」という人が多いのには閉口しま
す。
本当に分かっていないのは誰かを本当に分かっていないのは誰？ 

1839．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：金太郎    日付：1月27日(金) 10時8分
喫煙歴25年が、初の禁煙にトライして1ヶ月になろうとしている。よ
く我慢出来ているものだと自画自賛である。
言い方は悪いのであるが、品質工学は、禁煙によく似ている。体に
悪いと思っていてもニコチン摂取のため、無
限回のチェーン・スモークを税金を出して繰り返す。
非喫煙者から見れば馬鹿げたことだが、喫煙者は麻薬常用者よりタ
チが悪く止められない。しかし、3日以上禁煙
したら何と素晴らしい世界なのかを痛感することができる。品質工
学で言うパラダイムの変革に共通する。品質
工学を知らない人は、非効率と知りながら無駄なコストを掛けても
ぐら叩きを繰り返す。しかし、喫煙者と同じ
ように簡単に止められないのである。非喫煙者には分からないこと
だが、喫煙者が禁煙に踏み切るには、相当な
覚悟がいる。タバコの自販を強制撤去すれば良い訳であるが、おか
しな話国の収入源のため難しいだろう。品質
工学の話に限ったことではないが、この辺にもヒントが隠されてい
るのかも知れない。 

1840．Re: 品質工学が企業では普及しない理由
名前：Kazz@管理人    日付：1月27日(金) 14時50分

こんな問題でもとおりすがりの皆さんからコメントいただき、活況
を呈して面白い。
コペルニクスが地動説を発表した後ガリレオが同調して裁判で有罪
になったが、今では天動説を唱える人は全くいない。しかし、もの
つくりの世界ではデカルト以来、科学統計学の考え方がメジャーで
あるから、品質工学がパラダイムシフトを唱えても難しいのであ
る。ISOの世界に機能性の評価を提案しようと試みたが無駄になって
しまった。地道な活動に期待するしかないのか。ホリエモンの知恵
を借りたい。 
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1835．「ほんまもん」の品質工学の普及とは  

名前：Kazz@管理人    日付：1月26日(木) 12時54分

昨年の品質工学研究発表大会で銀賞を受賞したM社の事例は品質工学を企業
に定着させるほんまもんの活動の成果だと思うので紹介する。
１９９７年に発表された「分割型ギヤのろう付け接合条件の最適化」は翌年
の論文賞の銀賞を受賞されているが、生産技術の単独の改善であったため製
造に移行してからトラブルが発生して「手戻り 」が発生したのである。そ
のことが契機になって、全社的に組織的なコンカレント体制を築いて手戻り
が起きないような体質に改善したのである。その成果が２００５年の第１３
回品質工学大会で「品質工学を用いた新接合技術開発プロセスの構築」とい
うテーマで結実したのである。
品質工学を定着させるためには、個別なテーマの単純なパラメータ設計の利
得の改善だけで設計を完了したというような発表ではなく、開発だけでな
く、生産技術や製造を含めてコンカレントに品質工学を実施することが大切
だと考えている。 

1830．価値と損失問題  

名前：Kazz@管理人    日付：1月25日(水) 10時11分

ホリエモン事件で実際の「価値」と株の「時価相場」との落差が問題視され
ていますが、ここでいう価値とは「目に見えている実体」だけが対称になっ
ていると思います。実際は目に見えないものが存在しているのです。車でい
うとセルシオが５００万円から６００万円だとしてこれが正しい価値と思う
のは世間の常識の平均値で決まる問題です。金持ちや社会的身分のステータ
スなどと考えるのが普通です。実際の車の機能や性能も価値ですが、目に見
えないものは「損失」問題です。すなわち、燃費が悪くガソリンの消費量が
多いとか、故障とか排気ガスの公害など地球環境に悪影響を与える社会的な
損失問題ですが、この方は世間ではあまり問題視していないようです。問題
が起こってから考えるのが損失問題です。品質工学では、実際のモノの価値
と損失を総合してＳＮ比や感度で判断することが大切だと考えていますね。
果たして、ライブドアの価値と損失はいかなるものだったのでしょうか。 

1834．Re: 価値と損失問題
名前：つるた    日付：1月26日(木) 12時36分
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最近、板の進展の速さについていけてません。^_^;

さて本件、話の口火として面白いと思います。
マスコミは一時代を賑わせた人物の凋落をゴシップ的に騒ぎたてて
いるだけのように見えます（それもまた一興ですが、議論に値しな
い）。
一企業の金儲け主義の是非などは価値観の問題でどうでもいいこ
と。
極論すれば、今回の事件では、QE的にはなにも社会的損失は与えて
いない。ただ、高く買った人/売った人、安く買った人/売った人、手
数料を払った人/受け取った人･･･がいるだけです。知らざるものが損
をするという市場経済主義のありのままの姿だけです。金融経済で
は社会の生産性はプラスマイナスゼロですね（泥棒も社会的損失は
ゼロ、というジョークを聞いたことがありますが）。

冗談はさておき、先生の深遠はお話についていくためには、QEで議
論できる範囲を明確にして議論したほうがよさそうですね。

＞ホリエモン事件で実際の「価値」と株の「時価相場」との落差が
問題視されていますが、ここでいう価値とは「目に見えている実
体」だけが対称になっていると思います。実際は目に見えないもの
が存在しているのです。

実際に株式投資をやっている当事者なら当然分かっていることだと
思うのですが、株価（時価相場）は実際の価値を表しているわけで
はなく、単なる投資家の「期待」にすぎません。株価は「期待」は
目に見えないものを相手にしています。株価が半分になったからと
いって、その会社としての実際の戦力やリソースがすぐ半分になる
わけではありません（株価は信用力ですから長期的な影響はあるで
しょうが）。
「実際の価値」と「時価」との落差（歪み）はあって当然のもの
で、そのこと自体は問題視される類のものではありません。プロの
トレーダならむしろ、時価の歪みは投資のチャンスになるもので
す。
今回のような事件で、粉飾決済をした会社（まだライブドアの有罪
が確定していないので一般論とします）が人為的に「価値」と株の
「時価相場」との落差を作ろうとしたのがルール違反なのは当然と
しても、日本の市場や株式、会計システムが透明性とか、公正さの
部分でまだまだ未成熟で、ここまで野放しにしてきたことこそ問題
だったということです。これが「実際に見えないもの＝コト」の本
質でしょう。（これ以上の議論はこの板での話題でないのでやめま
す）。

＞車でいうとセルシオが５００万円から６００万円だとしてこれが
正しい価値と思うのは世間の常識の平均値で決まる問題です。金持
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ちや社会的身分のステータスなどと考えるのが普通です。実際の車
の機能や性能も価値ですが、目に見えないものは「損失」問題で
す。すなわち、燃費が悪くガソリンの消費量が多いとか、故障とか
排気ガスの公害など地球環境に悪影響を与える社会的な損失問題で
すが、この方は世間ではあまり問題視していないようです。

品質工学では価値ではなく損失を扱います。対象とする品質が「あ
たりまえ品質」と言われるように、ここを問題視してお金を払う動
機になりにくいのは事実です。しかし、QEでは損失しか扱わない
（扱えない）のですから、上記のような提言というか、口火は議論
の混乱のもとになりそうです。
車も株も同じで欲しいから買う。ステータスや楽しさ、値上がりの
期待などの効用（もちろんマイナスの効用も合計して）がそのとき
の価格を上回れば、人はモノやサービスに金を出します（つまり投
資ですね）。この「つりあい」の考え方とか、ひいては「1円はいつ
どこでも1円」とかの前提は損失関数にも通じる部分があります（損
失と価値とで扱っているものが違いますが）。価格の決まり方と
か、古典的な経済学の考え方ですね。タグチフィロソフィーの損失
（経済）の考え方もほぼこれに貫かれているように見えます。効用
（QEの場合は損失）とコストのバランスです。

＞問題が起こってから考えるのが損失問題です。品質工学では、実
際のモノの価値と損失を総合してＳＮ比や感度で判断することが大
切だと考えていますね。

「実際のモノの価値」とはこの場合、何を表しているのですか？
（QEでは品種は扱いませんね）
実際の価値は人によってさまざま違いますので、損失関数でも価値
ではなく、損失で計算していますね。価格も原価も関係ありませ
ん。
ペットボトルの水は100円で買えますが、状況によっては命に関わる
場合もあります（山頂の自動販売機とか）。
この場合、自販機の故障の問題は損失で計算すべきというのがQEの
立場です。
（もちろんKazz先生はお分かりで、読者に誤解がないように言って
います）

＞果たして、ライブドアの価値と損失はいかなるものだったので
しょうか。

最初のくだりでの、株式などの市場に与えたインパクトが最大の損
失なのでしょう。
時価が下がったからではなく、こんな状況では投資家が逃げてしま
いますね。
日本の景気回復ももう少しかかるでしょう（景気は設備投資や個人
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消費などの「期待」ですから）。

議論の交通整理のつもりがかえって発散してしましましたね。^_^; 

1820．相談：パルス電流の直交表割付について  

名前：末広    日付：1月23日(月) 20時48分

学会の会議室に投稿させて頂きましたが、応答が得られないため本掲示板に
投稿させて頂きます。（複数投稿は好ましくありませんので学会の投稿は後
日削除します）
周期的なパルス電流について、電流値I、オン時間Ton、オフ時間Toffをそれ
ぞれ制御因子と考えたいと思っています。この時、通電しない、即ちI=0も
検討範囲とし、通電する場合に電流を２A,３Aと振りたいと考えています。
つまり、通電するかしないか、するとすれば何Aが良いかを判断したいと考
えています。このような場合、単純に水準1：I1=0、水準2：I2=2A、水準
3：I3=3Aとしてしまうと、水準1（I=0)では、他の因子であるTon、Toffを
振る意味が無く（そもそも電流が流れていない）、直交表が組めない状況と
なっています。
他にも例えば潤滑材の流量と流速をパラメーターとした場合に、潤滑材を使
わない、即ち流量＝０を水準に取り入れたい場合も同様になります。このよ
うな問題では、I=０とせず、僅かでも電流を流すような近似的な方法が妥当
でしょうか？　例えばI1＝0.1A、I2＝1A、I2＝2A。アドバイスを頂けまし
たら幸いです。
なお、このような加工が荒加工、中加工、仕上加工と３段階あります。中加
工と仕上げ加工について「通電しない」条件を盛り込み、３加工全体として
最適な条件を見出したいと考えています。
アドバイスを頂けましたら幸いです。 

1821．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：Kazz@管理人    日付：1月23日(月) 22時12分

末広さん
大変失礼ですが、何が問題で、どんな機能の評価をしたいのか分か
りませんので、簡単にはお答えできません。品質工学のことが多少
でも勉強されておられるのでしたら質問のやり方を考えてくださ
い。制御因子など最初から出てくることが問題です。こちらが機能
を想像してお答えしても無駄ですのでもう少し内容を明確にして質
問してください。 

1822．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：林    日付：1月24日(火) 0時29分
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末広様

具体的に何がしたいかが不明というかよく判らないというのはｋａ
ｚｚ先生と同じ意見ですが、

直交表が何故組めないのでしょうか？

＞水準1（I=0)では、他の因子であるTon、Toffを振る意味が無く（そ
もそも電流が流れていない）、直交表が組めない状況となっていま
す

Ton、Toffは別の制御因子のスイッチング素子のオンオフ因子だと思
いますので、ｉ＝０の要因効果を計算する時にはTon、Toffの合計で
ＳＮ比を計算すればよいのではないでしょうか？

話を替えますが、温度制御の場合には加熱の比例周期を制御因子に
とることは当たり前でTon、Toffと同じことですね。
しかしある工程では加熱しない方が良い場合があることがあります
が、この場合は電流を流さないという水準（ｉ＝０）が有効だとい
うことになります。

直交表への割付はそのまま行って、要因効果の計算で意味の無い組
み合わせの場合には平均を取るか、そのまま計算してその結果をど
う考察するかだと思います。 

1824．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：末広    日付：1月24日(火) 11時38分
質問が不適切・不十分であり申し訳御座いませんでした。
対象は放電加工で、機能としては入力電流（時間平均）に対する除
去量になるのではと考えています。サイクル的なパルス電流ですの
で、電流値Iと、通電する時間Ton、通電しない時間Toffで電流波形が
決まります。

>水準1（I=0)では、他の因子であるTon、Toffを振る意味が無く
>（そもそも電流が流れていない）、

Ton、Toffは電流が流れていて初めて意味がある数値と認識し、「直
交表が組めない」と述べました。 

1825．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：Kazz@管理人    日付：1月24日(火) 13時3分

file:///C¦/My Documents/掲示板/200601.html (11/22)2007/01/04 10:25:57

mailto:bzh02554@nifty.com


品質工学特集

末広さん
放電加工に限りませんが、切削加工では作業能率を評価するには切
削量と時間で、切削精度を評価するには切削量と電力の二つの機能
性の評価を行えばよいと思います。パルス波形は制御因子ですがＯ
Ｎ、ＯＦＦのDuty Ratioを水準にとると同時にＯＮ時間を水準に選ん
で両者の交互作用を考慮した水準ずらしで水準を決めて、機能性の
評価とパラメータ設計で改善を行えばよいのではないでしょうか。 

1826．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：Kazz@管理人    日付：1月24日(火) 13時16分

末広さん
下記の文章に誤りがありましたので訂正します。
・・・ＯＮ、ＯＦＦのDuty Ratioを水準にとると同時にＯＮ時間を水
準に選んで・・・
の「水準」は「因子」の間違いです。 

1828．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：タグチ伸    日付：1月25日(水) 5時57分

わいわいがやがやとおもしろそうなので、私もリスポンスします。

直交しなくても「えいやっ」とやってしまってもかまわないという
立場です。L18の6回（I1の場合）はTonとToffが変えられないので直
交しないのですが、ほぼ直交ということです。

もうひとつは因子を組み合わせることです。例えば、L18の6水準
に、A1=0A、A2=2A with Ton=__ Toff=___, A3=2A with Ton=___ 
Toff=___、A3=3A with Ton=___ Toff=___ といった具合にA1からA6
まで、よさそうな組み合わせで「えいやっ」やってしまうのです。
Nestする因子の数が２因子か3因子ならこれが出来ます。

英語では Nested Factor と呼んでいますが、昔はL16とか、L27で線
点図を使った擬因子法というのを使ってやっていました。しかし 
L12,L18では使えません。L36（２＾３ｘ３＾１３）でやろうと思え
ばできますが、・・・。

また Nest する因子数が４つ５つと多い場合は、通電する場合としな
い場合を２つの異なった設計コンセプトとして、それぞれをL18で最
適化して、いい方をとるのということもやります。しかしこれも、
３６回になりますから、容易であるならばという条件がつきます。 
http://www.asiusa.com 

1829．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：Kazz@管理人    日付：1月25日(水) 9時43分
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このようにレスポンスが広がるのが面白いですね。
末広さんの質問に対しては直交表に割り付ける問題はタグチ伸さん
の回答で結構だと思いますが、私は放電加工の機能性評価について
どうするかということを考えたのです。この場合、品質工学的には
電流は入力電力に関係するわけですから制御因子ではなく信号因子
だと思いますがいかがでしょうか。電流のＯＮとＯＦＦでパルス波
形を作るのですから、Duty Ratioで入力エネルギーは変わるのですか
ら、それを制御因子にすべきだと思います。問題解決は一つだけで
はないので、手段を考えることは自由ですが、これがマネジメント
戦略の難しさだと思います。 

1831．Re: 相談：パルス電流の直交表割付について 
名前：末広    日付：1月25日(水) 18時12分
色々とアドバイス頂きまして有難う御座います。

>直交しなくても「えいやっ」とやってしまってもかまわないという
立場です。
非常に参考になります。検討させて頂きます。

>電流は入力電力に関係するわけですから制御因子ではなく
>信号因子だと思いますがいかがでしょうか

仰るように電力は信号因子ととらえるべきだと思います。
一方、電力（平均電流）が同じでも、I、TonとToffの組合せで様々な
波形が考えられます。信号因子としては平均電流（電流の時間積
分）とし、波形を制御因子と考えたいと思います。 

1815．米国産牛肉の危険部位混入の件  

名前：Kazz@管理人    日付：1月20日(金) 22時22分

農水省によると、米国から輸入した牛肉に危険部位が混入していることが確
認された。ニューヨークから輸入した米国産牛肉３９０キログラムに混入し
ていたもので、成田空港で発見された。
アメリカは半導体や車の生産でも昔からいい加減のところがあって、品質管
理における検査は不良品が沢山あっても全数検査で不良率を省いて出荷する
するやり方が主流を占めてきたと考えられます。全数検査をして不良品は省
いても一様分布になるだけですから、正規分布の管理に比べて市場の品質が
約3倍悪いのです。すなわち、規格ギリギリの合格品が増えるだけです。日
本では正規分布で生産管理をするのが常識であるから、アメリカよりも品質
が3倍以上良いことになります。
今回の牛肉の検査でも同じようなことが起こったのだと考えられます。
これからもアメリカから輸入するものは不良品が混じっていることが普通で
はないでしょうか。
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これを防ぐには基準を厳しくするしか方法は考えられません。小泉さんが輸
入停止の指示を出したのは正解です。
私が現役時代半導体を輸入したときに不良品が40％も含まれていたことが
ありますが、そのときのアメリカのメーカーの回答は「不良品を送り返して
くれ」という返事がありました。彼らは選別して出荷するのが当たり前に
なっていたのです。あれから20年以上経つのだから今はそんなことはない
と思いますが、このことについてタグチ伸さんのご意見をお聞きできたら幸
いです。 

1817．Re: 米国産牛肉の危険部位混入の件
名前：タグチ伸    日付：1月22日(日) 4時8分

AQLってありますよね。昔の品質管理用語で Acceptable Quality 
Level。日本語は忘れましたが、例えば AQLが0.5%でれば、0.5%の不
良は許容されるというものです。サンプリング検査で、2項分布をも
とに検査のサンプル数を割り出すものです。品質工学的に考えれ
ば、AQLは時代遅れで、オフラインとオンラインを徹底し、それでも
不良が出れば損失関数で全数検査を検討することになります。

今回の米国産牛肉のことで、こんなジョークを紹介します。
ある米国企業が日本企業の部品サプライヤーに対して、0.5%のAQL
を要求しました。入荷した部品と別に、小さい箱に不良の部品が
入っていました。そこには次のようなメッセージがありました。
「これが貴社の要求した0.5%の不良品です。何故不良品を望まれる
のか理解できかねますが、ご要望にお応えしました。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。」

80年代のジョークですが、両国のモノ・サービスの品質に対する文
化の違いが伺われます。現在では国間よりも、企業間・産業間の差
が大きいのではないでしょうか？　いずれにしてもどこまでやるか
の意思決定は、損失関数でやるべきです。 
http://www.asiusa.com 

1818．Re: 米国産牛肉の危険部位混入の件
名前：Kazz@管理人    日付：1月22日(日) 9時47分
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タグチ伸さん
早速ご回答いただきありがとうございました。
いつものことながら明確なお話で皆さんの参考になりますね。
私のスレット1815の中で40％と書きましたが4％の誤りです。
ＡＱＬは現在でもＪＩＳやＩＳＯで計数抜取検査の尺度として採用
されていますが、この検査の初期にはDr,Tも関わっておられたように
聞いています。その後、伸さんが仰るように品質工学では損失関数
の検査設計では臨海不良率を決めて、それ以上であれば全数検査そ
れ以下であれば無検査で出荷するという合理的な考え方をＪＩＳ化
しましたが、あまり活用されていないことが残念ですね。
アメリカ人は相変わらず日本は後進国の仲間で蔑視しているのでは
ないかと疑いたくなりますね。 

1819．Re: 米国産牛肉の危険部位混入の件
名前：Kazz@管理人    日付：1月22日(日) 10時29分

首相メルマガに下記の投稿をしておきました。反応は如何に。

米国産の輸入牛肉の品質問題ですが、彼らは日本は相変わらず後進
国であって属国ぐらいにしか考えていないのではないでしょうか。
品質管理ではＩＳＯでもＡＱＬの抜取検査方式が常識になっていま
すが、この考え方は古い時代のものです。品質工学では「臨海不良
率」という尺度を損失関数から求めて、それ以下なら「無検査」と
して出荷しますが、それ以上であれば「全数検査」を行います。す
なわち、不良品が混じっているいることが疑われるときには全数検
査を行うのです。今回の場合、アメリカでは脊柱など危険部位が混
じっていることが米国内では認められているのですから、全数検査
を行うことが当たり前なのです。しかし、アメリカで輸出するとき
でも日本で輸入するときでも抜取検査しか行っていなかったので
す。
抜取検査では危険部位は発見できないことになります。
日本政府では、あくまでも「全数検査」を主張して輸入を許可する
立場を守ってください。 

1823．Re: 米国産牛肉の危険部位混入の件
名前：Kazz@管理人    日付：1月24日(火) 9時20分

いつものことながら政府の担当者からの回答は下記のようなもので
す。

ご意見等をお送りいただきましてありがとうございました。
　いただきました国政へのご意見・ご要望は、今後の政策立案や執
務上の参考とさせていただくとともに、外務省、厚生労働省、内閣
府、農林水産省へも送付させていただきます。

　　首相官邸ホームページ「ご意見募集」コーナー担当 
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1814．関西品質工学研究会2005年実績を載せました。  

名前：Kazz@管理人    日付：1月20日(金) 18時58分

関西品質工学研究会も14年目を迎えましたが、芝野会長以下幹事や会員の
皆様はじめ品質工学会のご支援で60名を超える研究会に成長しました。国
内の研究会の中でも最大のメンバー数です。内容的にも年4回田口先生をお
招きして活発な議論が行われています。
今年は新しい行事の企画が計画されていますので楽しみにしています。 

1810．MTシステムでのカテゴリデータ  

名前：slow_h    日付：1月18日(水) 1時4分

はじめまして
MTシステムについて勉強しているのですがわからないことがあり，
よろしければご教授ください

『MTシステムにおける技術開発』に，
カテゴリデータの場合平均値および標準偏差は
m=1/4n , s=0.289/n
とするよう記述がありますが，
すべてのデータがカテゴリデータの場合，
すべての変数についての平均，標準偏差は等しくなってしまいますが，
この場合はMTシステムは適用できないということなのでしょうか？

高度な議論の中，稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いしま
す． 

1811．Re: MTシステムでのカテゴリデータ
名前：つるた    日付：1月18日(水) 11時26分
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slow_hさん。

え？っと思ったので調べてみました。

これは逆行列MT法を使用する際に、単位空間内のデータでバラツキ
がゼロの場合の項目について言っています（同書のｐ.15下に記載さ
れています）。
もし、slow_hさんのデータが、すべての項目についてバラツキがゼ
ロであれば、単位空間は１つでよいわけで、この場合はT法を用いる
べきかもしれません。

＃数理的にはという意味で、うまく判定や診断ができるかどうかは
項目データや単位空間の定義の仕方にあるのは言うまでもありませ
ん。最終的には判定精度の測度であるSN比です。 

1812．Re: MTシステムでのカテゴリデータ
名前：Kazz@管理人    日付：1月18日(水) 12時0分

Dr.TがＱ2.5で述べているように、情報がないときの平均と標準偏差
の求め方を示しているだけで他に方法があれば自分で勝手に決めて
もよいということです。その方法の妥当性は単位空間に属さない異
常空間の計測精度をＳＮ比で評価すればよいということです。 

1813．Re: MTシステムでのカテゴリデータ
名前：snow_h    日付：1月20日(金) 18時17分
お返事が後れまして申し訳ありません．
ご指摘の通りしっかりテキストを読めば記述してありました
ね・・・．
どうも早とちりしてしまったようです．

お騒がせしてすみません．
ありがとうございました． 

1800．新しい年を迎えおめでとうございます  

名前：Kazz@管理人    日付：1月1日(日) 15時20分
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昨年はこの掲示板で発言された皆様に厚くお礼を申し上げます。2002年か
ら始まったこの掲示板も早いもので6年目を迎えました。
時代を反映する事件や事故に対して品質工学の見地から発言してきました。
首相メルマガにも投稿してきました。問題が起こってからの「もぐら叩き」
が相変わらず無くならない世の中ですが、少しでもパラダイムが変革される
ように努力したいと考えています。
問題解決型のテーマも大歓迎ですから、初心者の発言を期待します。 

1801．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：つるた    日付：1月3日(火) 16時12分
Kazz先生

あけましておめでとうございます。

昨年度は掲示板や研究会、社内講演会など大変お世話になりまし
た。
このような掲示板は、社内に適当な相談相手がいない場合や、広く
新しい見識を得るための場として貴重だと思っており、活用させて
いただいております。
今年もこれまでのご指導をさらに活かせるよう、社内展開に向け邁
進してまいります。

まだ力不足ですが、本掲示板でも独自の視点でコメントができれば
よいと思っております。今年もよろしくお願い致します。 

1802．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：タグチ伸    日付：1月11日(水) 5時52分

明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上
げます。

新年早々、問題提起です。常々思うのは言葉から来る誤解です。例
えば皆さんの議論の中で、「問題解決」という言葉で誤解が生じて
いると感じました。英語でもそうです。英語では Problem Solving に
なりますが、その言葉自体が使っている人によって意味が違うので
す。火消しのように問題が起きてから、その問題を解決する事。そ
の反対で、まるで新しい機能を創造する設計概念の模索も問題解決
です。例えば新しい設計概念の創造を補佐する TRIZ は、英語で
Theory of Inventive Problem Solving （TIPS)とも呼ばれています。

この他、「最適化」、「原因追求」、「原因（Root Cause)」、「因
果関係」等も使う人によって、まるで意味が違います。

例えば、1953年のINAXの有名なタイルの実験で、制御因子である 
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Limestone の量を１％から５％に上げたら、寸法のばらつきが XｄB
良くなったというのがありますが、この場合のノイズはヨーロッパ
から輸入した高価なトンネル・キルン内の貨車に積まれたタイルの
位置でした。寸法のバラツキの原因はタイルの位置によって、特に
内側と外側で温度が違い、収縮率がバラつくことでした。さて、こ
の場合何をRoot Cause と呼ぶのでしょう？　タイルの位置？　温
度？　収縮率？　それとも Limestoneの量が足りなかったことです
か？ 哲学に因果性という言葉があります。因果というのは仏教用語
だと広辞苑にでています。因果関係とはいったい何なのでしょう？
　詭弁のようですが、Kazz先生宜しくお教えください。　 
http://www.asiusa.com 

1803．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：Kazz@管理人    日付：1月11日(水) 9時14分

タグチ伸さん

あけましておめでとうございます。この掲示板にご発言いただき感
謝しています。
1794でも私が発言しましたが、タグチさんも同じことを考えておら
れるのですね。品質工学の普及にとって、言葉の問題は避けて通れ
ない問題ですね。私がこの掲示板で期待しているのはご提言のよう
な内容です。
因果関係の件ですが、トラブルの原因を追求する場合でも、品質工
学で機能性を評価する場合の入出力の関係でも使われる言葉です
が、世の中では時々相関関係と混同している場合もありますね。従
来の工学では２次元のレスポンス関係しか扱いませんが、機能性の
評価では、ノイズを含めた多次元のレスポンスを研究しています。
目的である出力特性の結果にとっては、信号因子も制御因子も原因
だと考えていますが、品質工学の場合複雑な多次元世界のレスポン
スを研究することが違うのだと思います。仏教では因果応報という
ことがありますが、因果応報（retribution）因果関係（the relation 
of cause and effect）因果律（the law of causality ）のように定義さ
れているようですね。 

1804．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：林    日付：1月11日(水) 22時14分
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田口伸さんの
＞その言葉自体が使っている人によって意味が違うのです。

Ｋａｚｚ先生の
＞品質工学の普及にとって、言葉の問題は避けて通れない問題です
ね

田口先生やＫａｚｚ先生　Ｙ先生の仰っている高いレベルの意見を
聞く側の人達は、所詮人間というか自分の理解出来るレベルでしか
自分自身に取り込めません。それが人間の性というのでしょうか。

受け手のレベルによって理解のされかたが違うのですから、「あな
たはわかっていない」というような発言／（これは私は「もっと勉
強して考えて下さい」というお教えだと理解していますが、先生方
の熱意を理解していない人が初対面で言われるとショックが大きく
ほとんど理解されないでしょう）／がアンチ品質工学派を増大して
いる部分もあるように感じています。

受け手側に理解して貰えるような．．．ということは受け手のレベ
ルをどのように上げるか？という試みがこれから重要になってくる
と思います。
Ｙ先生のｎｍｓ研の試みを評価するレスをｕｐしたのはこういう理
由からでした。 

1805．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：タグチ伸    日付：1月14日(土) 7時21分

レスポンスありがとうございました。
確かに「間違っている。」といきなり言われるとカチンとくるのが
人情です。米国で今活躍しているタグチメソッドのコンサルタント
で呉玉印さんの次男のAlan Wu氏はある学会で300人ぐらいを前にし
て発表をしました。次のプレゼンターのドクター・タグチに「今ア
ランの言ったことは、間違っています。」とやられました。こんな
事がよくあり、その手のことが語り草になっているのです。当然私
なんか、味噌くそにやられました。またこういった目にあってこそ
一人前になっていくという雰囲気があります。宗教的になるとよく
ないと考えていますが、これも一つの教育法でしょう。ドクターT は
理想を考えています。オーケンの創立者の茅野健氏はドクターT を
「偉大なる常識人」と評しました。品質工学の裾野を広めるために
はもっと何かが必要です。Dr.Yano の NMS も一つの形としてすばら
しいと思います。　 
http://www.asiusa.com 

1806．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：Kazz@管理人    日付：1月14日(土) 9時36分
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タグチ伸さん

>確かに「間違っている。」といきなり言われるとカチンとくるのが
人情です。

Kazzも現役時代周りの技術者の仕事に対して「貴方は間違ってい
る」とやったもんですから“悪魔”とまで言われました。すなわち
謙虚さがなかったのですね。今でもかみさんに「自信は必要であ
る。しかし謙遜のなかの自信でなければならない」という書をもら
い額に入れて部屋に飾っています。それでも人間の性格は簡単には
直らないですね。Dr.Tが昔Dr.Yの発表に対して「それは駄目です」と
いって「望小特性の研究」を否定したときの衝撃は忘れません。神
様はそれでもいいのですが凡人であるわれわれがいきなりそれをや
ると問題ですね。まず相手の話を聞いてから「しかしこういう考え
方でやればもっとよいのではないか」と山本五十六式でやることが
必要なんでしょうかね。
しかし、この掲示板ではタグチ伸さんのような話を期待しているの
ですから遠慮なく発言してください。 

1809．Re: 新しい年を迎えおめでとうございます
名前：タグチ伸    日付：1月17日(火) 13時10分

Kazz先生、おもしろい奥様ですね。感激しました。
難しい問題です。私は基本的にそれをやってもいいと思います。つ
まり「あなたは間違っている」と言ってしまうことです。でも、そ
の時と場合によるのでしょう。かっこよく言えば TPO でしょう。そ
の”間”が大事なのでしょう。 
http://www.asiusa.com 

1808．モノ・コトの見極めに革命を  

名前：Kazz@管理人    日付：1月16日(月) 11時57分

今年の6月の第14回品質工学研究発表大会のテーマが決まりました。表紙に
も掲載しましたが、首題のテーマです。
テーマ選定の理由を述べます。

モノは見えるもの＝システムとか商品
コトは見えないもの＝システムの機能やpositiveな価値やnegativeな負の遺
産（社会的損失）
を考えています。これは私が横幹連合に出席したときにコンファレンスのテ
ーマ（コトつくり宣言）であったものですが昔からある考え方ですから新し
い考え方ではありません。「コトつくり宣言」を発表したのは、現在はモノ
とコトがバランスを崩していることが問題だという考え方です。すなわちモ
ノ重視でコトが疎かにされているのです。
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品質工学ではコトの重要性を認識してモノ造りに「モノの正しい評価をせ
よ」と昔から宣言してきたのですが、世の中では予測評価技術の重要性が認
識されていなかったのです。Dr.Tはこのことに気づかれて、開発設計段階で
機能性の評価をせよと仰っていたのです。
タグチメソッドはまさしくモノ造りの思想革命なのです。テーマを実現する
手段としてＳＮ比や損失関数や直交表を用いて社会的損失の最小化を提案し
てきたのです。そこで、サブテーマとして、ー社会的損失を減らす品質工学
ーとしました。
企業や大学からたくさんのテーマが寄せられることを期待しています。

1807．掲示板２００５年版をまとめて表紙に載せました。  

名前：Kazz＠管理人    日付：1月16日(月) 11時34分

この掲示板も２００２年から続いてきましたが、２００５年版としてまとめ
ましたので今年議論したことをご覧になりたい方は見てください。
社会的な問題（トラブル）は尽きませんが皆様も檄を飛ばしていただきたい
と期待しています。勿論、品質工学の立場で発言されることを期待していま
す。アンチ品質工学の方も大歓迎です。 

EZBBS.NET produced by Inside Web
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2006年02月 の投稿ログ

1868．長谷部さんが新しい本を出しました  

名前：Kazz＠管理人    日付：2月19日(日) 21時27分

この掲示板にも時々登場する「のっぽさん」が２冊目の品質工学の本を出さ
れました。書名は「技術にも品質がある」ー品質工学が生む革新的技術開発
力ーというタイトルです。
この本は経営者や管理者を対象にしたもので、前著よりも更に面白い本に仕
上がっています。先日のフォーラムのときに彼から直に贈呈されたもので
す。彼にもこのような才能があったとは驚きです。
NHKの「プロジェクトX」と「ためして合点」の両者を比較してTMを解説
していることや、明治の戦略的な軍人と昭和の戦術的な軍人を比較して戦略
と戦術の違いを説明しています。この本は品質工学を知らない人にも理解を
深めて貰うことを狙った好著だと思います。
出版社は日本規格協会で低下は１３００円です。
因みに最初の本は「ベーシックタグチメソッド」で日本能率協会マネジメン
トセンターから出されています。定価は２８００円です。 

1869．Re: 長谷部さんが新しい本を出しました
名前：Kazz＠管理人    日付：2月19日(日) 22時8分

のっぽさんも知らないうちに２冊も上梓したし、Dr.TとDr.Yに至って
は数え切れない品質工学の本を出されている。Kazzもホームページ
を作って掲示板は５年目を迎えているが、何一つ纏まったものが無
いのが現状である。つるぞうさんも若いけれど本を出そうと考えて
いるそうで、のっぽさんに先を越されたことは仕方が無いが、遺言
としてこの世に残しておこうと考えている。
書きたいことは山ほどあるが、書こうとすると何から書いたらよい
か、スケッチを描くようには簡単ではない。
前から書こうと思っていたことは「間違いだらけの品質管理」とか
「東洋哲学とタグチメソッド」「りんごはニュートンの法則よりも
前から落ちている」などであるが、この掲示板やブログを利用して
順不同で書き始めることにする。 

1897．Re: 長谷部さんが新しい本を出しました
名前：のっぽ    日付：4月2日(日) 10時12分
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Kazzさん
　久しぶりの書き込みです。私の本について紹介していただき、あ
りがとうございます。つるぞうさんも本を書きたいと考えていると
のこと、いいですね。現在の品質工学の普及状況を考えても、もっ
と色々な人が、違う観点からの本を出すべきだと思います。同じ人
が何冊本を書いても、同じような論調になってしまい、読者層が増
えませんから。
　コーティングに関しての本を書店で探すと、実に色々な人が書い
ていることに気が付きます。確かに中心となるグループはあります
が、それ以外に自分の経験を綴った意外な本があります。そのよう
な裾野の広がりが、コーティングの普及に良い影響をしていると思
います。
　ぜひ、つるぞうさんやKazzさんも私とは違った切り口からの本を
出されることを期待します。
　なお、二冊目の「技術にも品質がある」は、好評のようで、増刷
して二刷目になります。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/index.htm 

1898．Re: 長谷部さんが新しい本を出しました
名前：林    日付：4月2日(日) 15時19分
のっぽさん

先日は失礼しました。お顔をこちらは存じ上げていましたので名刺
も交換せずに失礼しました。正式にはお初でしたね。

増刷ですか。凄い！！！
その勢いで学会の分も宜しくお願いします。 

1873．品質工学の普及の難しさ  

名前：Kazz＠管理人    日付：2月26日(日) 11時21分

社会的な損失の最小化は観念の世界では分かっていても実際になると目先の
問題解決に追われて全体最適を考えることは難しいのですね。
人間という動物は従来の考え方を受け入れた上で新しい考え方を説明しない
と反感ばかりが残ってしまうようです。タグチメソッドがパラダイムの変換
だとか言えば、古い考え方は間違っているということですから反感があるの
は当然です。「規格値の決め方」がＪＩＳ化されて久しいですが、殆ど使う
人が使っていないということは、このＪＩＳを使わなくても当面は困らない
からです。品質工学を使わない企業でも経営的には困っていないのです。Ｑ
ＣやＶＥやＩＥや実験計画法や多変量解析や信頼性工学や重回帰分析などが
定着した世界では、タグチメソッドは抵抗勢力としか移らないのです。
科学的なレスポンスの研究で問題を解決してきた世界では、自分で制御でき
るものと制御できないもの（ノイズ）の区別を重視していないのです。
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私も女房や子供に対してノイズだといったことがありますが、ノイズという
言葉は相手にとっては心地よい言葉ではないようですね。
心の中ではノイズだと考えていればよいことで言葉に出すことは控えた方が
よいと思います。
品質工学でノイズといっているのは自分では制御できないものという意味で
使っていますが、人間関係では邪魔者とか悪いものという意味ではなく、自
分と考え方や立場が違うものと考えればよいと思います。相手の言葉や立場
を尊重して、相手の考え方を理解しながら受け入れて自分の考え方を説明す
ることが大切だと思います。いきなり否定したり説得しようとしても、相手
は反感を持って逃げるだけで分かってもらえないですね。ノイズに強くなる
ためには大変な努力が必要ですね。
企業においても、「出世など考えなくてもよい」とか「品質工学をやってい
ると出世を考えるな」とか言われる先生がおりますが、目的を明確にして、
相手の共感が得られるような行動をとらないと品質工学の普及も難しいと思
います。
あまり「分かったような話」をしますと「原さんらしくない」と言われそう
ですからこの辺にしておきます。 

1875．Re: 品質工学の普及の難しさ
名前：Kazz＠管理人    日付：2月28日(火) 10時12分

ＴＭの普及が難しいことを別な観点から見てみよう。
社会的な損失の最小化などという考え方は、現在の問題しか問題に
しない経営者にとってはどうでもよいことで高嶺の花なのである。
経営者も心の底では素晴らしい哲学だと思っていても、現実の問題
を抱えている状態では二の次の問題と考えてしまうのである。

つるぞうさんも同じ悩みを持っていて、彼のブログでも下記のよう
に書いているが、問題が起こらなければ問題の大きさは分からずそ
れまでは問題がないとしておこうと考えているのが現在の世の中で
ある。

「品質工学をつれずれに綴るBlog（つるぞうさんのブログ）」
　結局、今回の事例でも「なぜ良品（許容差より内側）なのに、そ
れよりも前に高い頻度でチェックしないといけないのか」「不良品
はお客さんには出荷されないのだから、機能限界外の損失は無意味
なのではないか」という議論になり、説得するのに苦労しました。
　また、なんとか今回のように担当者を説得して導入できたとして
も、過去の工程管理の実績との比較をしようにもそもそも現場や経
営者に損失関数を受け入れてもらえないと、せっかく工程が改善さ
れても有り難味が分からないということで、こちらも成果として認
めてもらえず･･･という悪循環になりそうです。
　経営者や現場改善の担当者は「今ここ」の火急の成果や誰が見て
も分かる目に見える改善が欲しいので、このあたりは当分は根気強
くやっていくしかないのかと思います。
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　このような企業が多いのが現実ではないでしょうか。最初はＴＭ
の考え方に共感して進めるのですが、火急の成果に目が眩み従来の
問題解決型に戻ってしまうのが多いのである。結局はマネジメント
戦略の有無が問題と言うことか。 

1876．Re: 品質工学の普及の難しさ
名前：つるぞう    日付：2月28日(火) 23時3分
Kazz先生

　平素、Blogの方にコメントを頂きありがとうございます。
　個人のBlogでは愚痴のような現実問題の吐露に終始していまし
て、読まれている方にとっては心地よいものではないとは思うので
すが、やはり現実の推進の世界では独善にならないように気をつけ
る必要があるのかと思います。
　欲や批判でははなく「志」を持てばよいわけで、「ほんまもんの
技術者」の最後にもありましたが、富士通の細川さんのおっしゃる
とおり「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」ということを
拠り所に、日々模索しています。 
http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/ 

1874．機能性の評価に対する問題点  

名前：Kazz＠管理人    日付：2月27日(月) 12時2分

　品質工学では一つの基本機能や目的機能を評価すれば品質問題も含めて最
適化が可能であるといわれている。これが有名な「品質を改善したければ品
質を測るな」の言葉で表されているが、システムにはたくさんの機能があ
り、一つの機能だけでよいということはないというのが世の中の常識になっ
ている。確かに商品の機能を考えたときにはいくつかの機能は存在している
のであるから、それぞれの機能について考えることが大切である。
　問題はシステムはいくつかのサブシステムでできているわけであるから、
サブシステムの基本機能を考えるときには、必ずしもメインシステムの機能
とは一致しないのが普通である。ここでも問題があって、個々のサブシステ
ムが安定していればメインシステムの機能性も改善できるかというとそうで
はないのである。サブシステムの機能性評価ではメインシステムの目的機能
で評価すればサブシステムの基本機能による最適条件と異なる結果がでる場
合がある。この場合にはメインシステムの目的機能性の評価を取ることにな
る。このようなことが起こる原因は、サブシステムが独立でなく、他のサブ
システムとの交互作用があるからである。
システムをどこまで細分化して評価するかは技術者の腕の見せ所である。し
かし、技術の先行性や汎用性を考えた場合、いかなるシステムでも再現性が
高いかを保証することは難しい問題であるから、最終的には目的を考えてそ
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れぞれのシステムごとに再評価を行うことが大切になるのである。ここでは
品質特性の評価も含めて確認することが大切である。このことは部品を採用
するときも同じことである。 

1871．システム選択とパラメータ設計  

名前：Kazz＠管理人    日付：2月23日(木) 11時15分

パラメータ設計の相談を受けるときにシステムの選択が問題なテーマに遭遇
することが多い。品質工学はシステムの悪さを評価するものであるからそれ
でもよいのかもしれないが、問題はシステムを考えるときに目的機能を満足
する最適なシステムでない場合はパラメータ設計することが無駄な場合が多
い。
機能を満足するシステムは無数のアイディアから創造するのであるから固有
技術の有無とか技術者のセンスのよさが大切なのである。すなわち、
Artificial（機能を人工的に具現化する能力）の有無が問題になるのだと思
う。機能を満足するように製造問題や市場問題を考えて品質とコストのバラ
ンスを備えたシステムであることが望ましい。そのためにTRIZなどの手法
も存在するのであるが、技術者の能力とセンスにかかわる問題が最も大きい
のである。これを私は「機能美」と考えている。品質工学的には損失関数な
どで評価できる問題でもある。
機能性の評価は品質だけでなくコストも含んで考えることが大切で、そのた
めには技術者は市場におけるお客の使い方（信号とノイズ）や製造における
加工について熟知していることが大切ではないかと考えている。
その上でパラメータ設計や許容差設計を行えば、下流における問題も少な
く、他者との競争力に打ち勝つことができるのではないでかと常日頃考えて
いる。全体最適の上で部分最適を考えて、個々の問題に取り組むことが大切
ではないだろうか。 

1872．Re: システム選択とパラメータ設計
名前：Kazz＠管理人    日付：2月24日(金) 12時1分

Artificialから出発したアイディアがTechnology(機能製品）になって
Engineerig(技術化）するまでのプロセスが品質工学のシステム選択
とパラメータ設計に相当するのである。
お客に感動を与えるためには、技術屋が考える技術特性だけの評価
ではなく、使い勝手や安全性を考慮して、お客に感動を与える機能
性を追及することが大切である。故障や寿命が短いなどは最低レベ
ルの品質である。
ストラディバリの価値は、他のバイオリンと機能は変わらないはず
だが、お客様に感動を与える音色を提供できるからである。これと
同じ品質のものを作るためには、音色の研究が大切なのである。芸
術品を工業化するためにも、ハード面やソフト面でもＭＴ法やSN比
評価が重要な役割を担うのである。
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田口先生が日頃から仰っている顧客の満足を得るためには「技術デ
ータでは駄目だ」と仰っていることを今後の課題にすべきである。 

1864．「品質工学による技術開発フォーラム」へ参加して  

名前：権兵衛    日付：2月18日(土) 9時30分

前略

1.技術者ならびに技術者の有り方について
2.設計の問題について
3.データの扱い方について

今回の「品質工学による技術開発フォーラム」は、この議論一点に
集約されるかと思いました。

Y先生とkazz先生を含めたお三方の議論は「品質工学の定義」に近
づく内容だったと思います。

ただ、Dr.田口哲学は、言語だけで理解しようとするのはやはり無
理があり、ダビンチ・コードではないでしょうけどやはり数理の中
から紐解く（解読?)ものと思っております。

しかし、全体を通して思ったことは、未だDr.田口依存型であること
ですね。今回は、Dr.田口が体調不良ということで急遽プログラム変
更の中での出来事ですけど、こういった議論の場をもっと増やして行
く事の重要性を切に感じました。

生意気言って申し訳ございません。 

1865．Re: 「品質工学による技術開発フォーラム」へ参加して
名前：Kazz＠管理人    日付：2月18日(土) 12時12分

権兵衛さん

昨日のハプニングではいつもの調子が出ず失敗でしたが、まだ分
かっていないということが暴露されてしまいました。
もう少し自分の考えていることが話せたらよかったのですが、田口
先生の発言された言葉に答える形でインタビューが進められたのも
失敗の原因でした。全く準備なく答えることは難しいですね。言い
訳になりますが。

ところで、企業の発表を聞いていて感じたことは、今回はお祭りで
すからあれでもよかったのですが、ホンネのところが隠されていて
参加された皆さんには不満が残ったのではないかと思います。
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品質工学の普及の難しさは企業の体質やマネジャーの考え方に大き
く左右されます。日本のように後進国（欧米から見たら）に見られ
るように、システムが分かってからモノ造りをやる場合には、機能
性の評価は狭い範囲で部分最適をすることになって、画期的な大き
な改善は期待できませんね。
課題解決テーマといっても問題解決が目的ですから統計的手法でも
十分な場合が多いのです。普及に５年もかかっているのは、技術の
本質の理解ができないからで、技術開発の技術品質と商品開発の商
品品質の区別も明確でないからですね。
技術品質は市場で起こる問題ですし、機能性の評価が不可欠です
が、商品品質は見かけの品質ですから、品質工学なんて使わなくて
も実現できるのです。しかし、両方の品質を同時にこなす事がほん
まもんの品質工学の活用だと考えています。 

1866．Re: 「品質工学による技術開発フォーラム」へ参加して
名前：Kazz＠管理人    日付：2月19日(日) 9時28分

フォーラムの最初に、田口先生が規格協会の活動に残された功績に
対して表彰されたのですが、今更という感じがしますね。それにし
ても、日本のDr,Taguchiに対する評価は殆どないのですからこれが大
問題だと思っています。

表彰のときの先生のご挨拶が印象的なものでした。詳細はお話にな
らなかったのですが、名古屋の速度違反を起こした青年が品質工学
で決められた校正法のJISを盾に裁判を起こしている話をされまし
た。日本の速度表示(たとえば100KM/h）はこれを超えたら罰っせら
れるわけですが、殆どの人は守っていませんね。日本の法律では規
格を超えたら罰金を取られる法律になっているのです。校正法JISで
は損失関数で経済的な評価をするわけですから、ばらつきが問題に
なるのです。アメリカでは速度表示が書いてあるが、この速度が最
も経済的であるということで罰則とは関係ないのです。勿論、事故
を起こせば自己責任で罰せられるのです。イギリスでは速度表示は
ないし、ドイツのアウトバーンを200KM/hで走っても罰せられませ
ん。すべて自己責任なのです。日本では校正法のJISなど決められて
いても誰も使っていないのが問題なのですがぼやいても仕方がない
ですね。
アメリカ事情をタグチ伸さんが発言されることを期待しています。 

1867．Re: 「品質工学による技術開発フォーラム」へ参加して
名前：Kazz@管理人    日付：2月19日(日) 11時44分
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No.1866の続きであるが、品質工学における社会損失の最小化の考え
方は、日本の社会風土や過去の仕事の進め方から考えて、全く矛盾
したものであるから受け入れられないのが当たり前である。
昨日の「品質工学による技術開発フォーラム」におけるDr.Taguchiの
ご挨拶にあった自動車の速度違反に対する従来の常識とタグチの考
え方の違いは歴然と残っているのである。裁判の行方がどうなるか
分からないが、裁判官も品質工学の考え方を理解しない限り被告に
は不利な裁定を下すことになると思う。裁判の行方に注目したい。
結局は世の中の「ばらつきとばらつきによる損失」という概念が品
質工学と異なっていることが問題を生むのである。 

1870．技術データは（評価には）役立たない 
名前：Kazz＠管理人    日付：2月22日(水) 8時58分

Dr.Taguchiから貴方は「技術者だから駄目だ」といわれることがある
がこの真意は何か皆さんは分かりますか。
計測問題は「真値」がないとうまくいかない。真値は不明の場合が
多いが、目的が何かを考えないでお客に関係ない「技術データ」を
取って信号とした場合に問題が解決できないことが多いのです。サ
ブシステムを評価する場合は物理的な技術データを使うことがあり
ますが、それが目的機能を満足するものでない場合は意味がないと
いうことです。
タグチ伸さんが因果関係とは何か。
というご質問がありましたが、技術屋が考えるレスポンスは制御因
子やノイズとの関係が殆どで、お客が望む機能の因果関係はあまり
論じませんね。最も大切なのが信号因子だと思いますね。
MT法の活用でも専門家が考えた特徴量を計測しても品質工学的な評
価はできないというのです。お客が考える信号因子とノイズと技術
者が考える制御因子の選択問題は奥が深いということです。 

1851．M社の品質工学は本物だ  

名前：Kazz@管理人    日付：2月4日(土) 7時51分
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品質工学の普及は個人がいくらTMに精通していても企業の中で普及定着す
るとは限らない。企業の体質を変革することは大変なことである。
下記のようなM社の例は珍しいので紹介する。

・ M社は１９９３年に導入を開始したが１９９７年までの５年間は殆ど成
果が出ていなかったが、１９９７年を境に教育受講者も活動テーマも急激に
拡大した。
・最初にM社の評価を高めたのはオンラインの品質工学の事例で、この成果
は2001年の第9回と2002年の第10回の品質工学研究発表大会（機械加工量
産ラインにおけるオンライン品質工学の実践）で発表されて銀賞を獲得され
ている。
・オフライン品質工学でも1997年の品質工学機関紙に発表された「分割ギ
アのロウ付け接合の最適化」の論文で1998年には論文賞の銀賞を獲得され
ている。
・これがターニングポイントになって冒頭に述べたような急激な拡大に繋
がったのである。
・M社でも最初は個人の活動から始まったのであるが、急激にTMが普及し
た原動力は、個々の開発のサブテーマだけでは成功しないという失敗した教
訓から、開発・生産技術・製造部門を巻き込んだコンカレント体制の成果が
ＴＭの拡大に繋がったものである。その影には外部のY先生の指導力が影響
した事が大きい。
・世の中では教育だけは熱心に行われるが、実際の活動は一向に進んでいな
い企業がある。また、最初は経営者も幹部もTMの必要性は感じて関心を示
しているが、成果に結びつかないとまた元の「もぐら叩き活動」や「統計的
手法」に戻ってしまう企業が多い。その原因は開発や生産工程の個々のテー
マで行われていて散発的で、しかも、品質特性でもぐら叩きの問題解決テー
マに活用されている程度である場合が多い。しかも、パラメータ設計だけで
利得が改善されたら設計が終わりと考えて、コスト改善や製造へ移行するま
での許容差設計や許容差の決定やオンラインの工程管理までは行われていな
い場合が多い。
・M社の素晴らしいのは、トップは方法論を示すのではなく、経営目標を明
確にして無理難題（ＱＣＤの同時達成）を部下に示すだけで、各部門が自分
の役割機能を理解して、組織的、体系的に品質工学的なものつくり哲学に徹
したことである。「モノつくりよりコトつくり」が如何に大切かが分かって
いるのだと思う。経営は顧客満足を如何に考えて実践できる人つくりに徹す
るかが大切なのである。

そこで、第14回品質工学研究発表大会のテーマは「モノ・コトの見極めに
革命を」サブテーマは「社会的損失を減らす品質工学」に決定しました。 

1854．Re: M社の品質工学は本物だ
名前：Tetsu    日付：2月6日(月) 12時56分
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社内セミナーを開催しても業務で使う技術者はごく僅かで、ほとん
ど技術者は数ヶ月したら講義の内容すら忘れてしまいます。それで
も一部の興味を持った技術者が実践し、成果をだすところまでは何
とかたどり着くでしょう。

しかし、一部の興味を持った技術者がどんなにアピールできる成果
を出しても、それは部分最適化であって、部門全体、製品全体とい
う視点から見ると大きな成果には結びつかないものです。部門全体
に関わるような大きな目標を設定し、その目標達成のために組織的
な活動を展開することで初めて全体最適が実現し大きな成果が得ら
れるものと思います。そのような組織成果が定着の前提ではないで
しょうか。開発プロセスの変革がないところに部下のツールとして
品質工学を導入しても本来の成果は期待できないと思います。
　
成功事例があれば普及するという意見もありますが、品質工学は自
然に普及するようなものではないと思います。誰でも便利に使える
ツールであれば自然に普及することもあるかもしれませんが、品質
工学は仕事のやり方、考え方の変革ですから従来業務の延長線上で
誰でも便利に使えるツールではありません。もちろん問題解決の火
消しツールとしても有効ですが、下流の火消しに使うのであれば品
質工学に拘ることもなく他の手法も並行して使えば良いことです。

　本来の品質工学の考え方、方法論を一般に普及させるためにはこ
れまでとは違う展開戦略が必要ではないかと思っています。 

1855．Re: M社の品質工学は本物だ
名前：Kazz@管理人    日付：2月6日(月) 14時9分

Tetsuさんの仰るとおり個人が勉強して実践しても全体最適にはなら
ないことは周知の通りですね。このことは品質工学の普及だけでな
くあらゆることで共通した理念ですね。品質管理だって同じことを
考えているのでしょうが、目先の問題解決である部分最適には効果
がありますが、統計的な手法や信頼性工学やFMEAやFTAなどに頼っ
て課題解決をやろうとしていることが問題なのです。品質工学は新
しいパラダイムシフトですから並大抵なことでは普及しないのです
ね。 

1860．Re: M社の品質工学は本物だ
名前：Shin    日付：2月15日(水) 0時12分
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　Ｍ社では、「開発・生産技術・製造部門を巻き込んだコンカレン
ト体制の成果がＴＭの拡大に繋がった」とのことですが、「研究」
とのコンカレントはどのような状況なのでしょうか？
　田口先生も研究開発の戦略についてしばしば論じておられます。
その際、対象となるのは、企業の研究部門も含まれていると理解し
ています。
　「品質工学は新しいパラダイムシフトですから並大抵なことでは
普及しない」ことは覚悟しておりますが、弊社も含めていわゆる研
究部門の認識は、「品質工学は、開発・設計・生産技術・製造部門
などの下流で役立つ手法・ツールであり、研究部門のような源流で
は役立たない」というものはないでしょうか？
　私個人としましては、研究部門のような源流でこそ役立つ手法で
あり、研究部門の意識改革を迫るパラダイム転換（例えば、企業の
技術者は、研究部門であろうとも、科学をするのではなく、技術を
しなければならない。以外と研究部門の技術者は科学をしているの
ではないでしょうか？）であると考えています。

　しかし、私の力不足もあり、中々、理解して頂けない状況で悶々
としています。

以上につきまして、
様々なご意見を頂けましたら有り難いと考えております。 

1861．Re: M社の品質工学は本物だ
名前：Kazz＠管理人    日付：2月15日(水) 9時51分

Shinさん

＞私個人としましては、研究部門のような源流でこそ役立つ手法で
あり、・・・意外と研究部門の技術者は科学をしているのではない
でしょうか？）であると考えています。

仰るとおりですね。昨夜もNHKTVの「プロフェッショナル」という
番組で情報を瞬間移動させる「量子テレポーテーション」の実証に
世界で始めて成功した科学者F氏（東大助教授）の紹介がありました
が、ノーベル賞の声もあるそうです。このような研究にこそTMは活
用するべきと思います。彼らは現象の解明に血道をあげています
が、未来のコンピュータにするためには実験の効率化を図らなけれ
ばモノにならないと思います。ノーベル賞の化学賞を受賞したT氏の
場合もそうでしたが、実験計画さえ上手く行っていたらもっと早く
成果が出たはずです。
世間一般のの品質工学に対する誤解は単なる商品設計の手法と考え
ているのではないでしょうか。特に大学関係者が科学的な統計的手
法しか信用していないのが現実ですから無理ない話かもしれません
が。 
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1863．Re: M社の品質工学は本物だ
名前：Shin    日付：2月15日(水) 23時59分
Shinです。

Kazz先生、ご意見ありがとうございます。

考えさせられるエピソードを追加して紹介致します。

　経営コンサルタントとして有名な大前研一氏が、日立在職時代に
社内留学制度でＭＩＴに留学した時の体験を本に記載していまし
た。

　大前氏は、日本の有名大学を卒業し、日立で原子力を専門とする
技術者でしたが、ＭＩＴで教授から最初に指示された課題「ある具
体的な大きさを有する小型原子炉を設計すること」に対して、大前
氏自身が密かに自負していた専門知識の質と量が如何に役立たない
ものかを痛感したそうです。つまり、実際にどうやって設計したら
よいかわからなかったそうです。原子炉に関する難しい方程式は沢
山おぼえて、それらを解くことは出来るが、新しい原子炉を設計す
る力が乏しいことを痛感し、日本の大学での工学教育の欠陥を身に
しみて感じたそうです。
　そして、ＭＩＴで大前氏は非常に実践的な力をつけることができ
たそうです。その一つに、品質工学ではないところが残念ですが、
実験計画法を学び非常に役立つことを実感したそうです。
　すべての面で米国の大学が良くて日本の大学がダメだということ
はいえませんが、やはり考えさせられるエピソードと受け止めてい
ます。

　米国では、少なくともＭＩＴでは技術開発を教育する方針がある
ように理解しました。それに対して、日本の大学は工学が科学的研
究に重きを置いていると感じます。
　大学ならば未だ許せるかもしれませんが、もっと、問題なのは、
企業のＲ＆Ｄ部門が科学的研究に重きを置いているところです。と
いうか、企業のＲ＆Ｄ部門に属する技術者の方が技術ではなく科学
を志向していることです。科学をしていることが高尚な仕事をして
いると錯覚していることです。（ちょっと、言い過ぎているかもし
れませんが）
　
　企業のＲ＆Ｄで勤務する技術者の方の意識変革が重要と感じてい
る次第です。

以上です。 

1862．品質工学の本質を考える  
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名前：Kazz＠管理人    日付：2月15日(水) 18時27分

田口先生が唱えている「品質工学の心」は社会的生産性の向上である。
しかし、現実の社会を見ると無駄だらけである。公害の垂れ流し、交通事故
の続発、自動車や電化製品の事故、安全無視の列車事故や航空機の墜落事故
など数え上げれば限がない。
品質工学が狙っているのは、不完全な人間の作業に頼るのでは、最悪の事態
になったときに、人間や機械の信頼性に頼るのではなく、事故を最小限に留
める対策を考えることである。先日のJR脱線事故でも人間に頼っていたため
に事故が起きたのである。また、田口先生は「公害と課税の重要性」につい
て、百貨店、遊園地、スキー場などの公共性の高い場所には課税を低くし
て、個人の住宅、個人の所有地などに高く課税するべきであると主張されて
いる。このことをお聞きになった皆さんは現代の常識ではまず“反対”され
るのではないだろうか。
品質工学では、社会的な生産性である「品質とコストの総和」を最小にする
ことが大切であると説いているのであり、これを社会的生産性の向上と考え
ている。
すなわち、土地などは個人のものではなく、社会や地球全体のものなのであ
る。品質工学では「社会全体のエネルギーを最小にする」ことを発想の原点
に考えているから、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う。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
とが原点になってる。今の世の中はタテマエとホンネが異なるのが当たり前
であるが、先生の考えには建前的な発想は微塵もないのである。
技術開発や商品開発で機能性を改善して、開発の生産性がよくなれば無駄な
テストや仕事が無くなるし、それによって、公害や事故が無くなれば車検も
必要ないし、それらの仕事も無くなるわけだから、短期的には失業者がでる
ことになる。しかし、地球上からNOXやCOガスなどが無くなれば地球環境
は改善されて、社会損失は減って社会的生産性は向上するのである。経営者
や行政がやることは、このことで生まれた失業者に新しい仕事を提供するこ
とが大切であると先生は説かれている。 

1857．工程能力のアドバイスお願いします。  

名前：大佐ェ門    日付：2月8日(水) 22時52分
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はじめまして。
先日、会社にて工程能力の講座があり、
それについてのレポートを提出しなければならなくなりました。
すみませんが、ご指導頂けますでしょうか。

１、工程能力指数が高くても、工程品質が保証できない事例。
２、上記を防ぐための、具体的な工程管理手法。

初めての訪問でこのような事をお尋ねして申し訳なく思っていま
す。
ご指導頂けましたら幸いです。 

1858．Re: 工程能力のアドバイスお願いします。
名前：Kazz＠管理人    日付：2月9日(木) 0時32分

工程能力指数は規格が決まったときに公差とばらつきの比で求める
ものですが、品質工学においてはこのような指標は使いません。
その代わりに、目標値からのばらつきである「損失関数（円）」と
いう尺度で品質を評価します。敢えて両者の関係をつけるとします
と損失関数は工程能力指数の逆数に比例するものです。

何故品質工学では工程能力指数を使わないのかといえば、顧客が欲
しいのは平均値のばらつきではなく、目標値からのばらつきで品質
を評価することが大切だと考えているからです。統計的な手法では
Cpkがそれに該当するのですが、目標値からのばらつきは「平均値の
ばらつき」と「平均値と目標値の距離（偏り）の二乗」の和で表し
ますから、正規分布など考えられないのです。
工程能力指数Cp値は規格が決まってからの尺度ですから、規格がい
い加減に決まっていれば当然Cp値もいい加減な値になるわけです。
規格の決め方がJISZ8403(規格値の決め方通則）で決められています
が、規格は機能限界から決めたものでないと顧客の品質は保証され
ないのです。品質管理では規格を超えないようにZDでｐｐｍ管理を
行いますが、顧客におけるクレームは出荷規格ではなく、機能限界
（顧客の許容限界）を超えたときに起こるのです。どうしても工程
能力指数（Cp値）を使いたいなら、正しい規格を決めてからCp値を
求めることです。工程能力指数がいくら高くても品質の保証になら
ないのは「規格値の決め方」に問題があるからです。上記のJISを勉
強してください。 

1859．Re: 工程能力のアドバイスお願いします。
名前：大佐ェ門 日付：2月9日(木) 7時6分    日付：2月9日(木) 10時
34分
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どうもありがとうございました。
もう一度よく勉強しなおします。 

1853．見えるモノと見えざるモノ／哲学の存在と不在  

名前：mizgi    日付：2月6日(月) 11時39分

久々の書き込みです。
掲示板も新規参加者の書き込みが増えてきて賑やかですね。

先生の【Ｍ社の品質工学は本物だ】を読み，焦燥を感じております。

検査さえすれば大丈夫，という考え方はなかなか変わりませんね。
牛肉もロケットもクルマも・・・・そして選挙違反もホリエモンに代表され
る株式や企業収益の流れも・・・。
検査さえしていれば問題は起きない・・・はずがないことは十分に体験して
分かっている我々の組織でさえも,量産工程でなんで防げなかったんだ!!とい
う声はゼロになることはありません・・・残念ながら。

楽天の監督に就任された野村さんが『見えざる力を養う』というスローガン
を掲げました。
『見えざる力』を養えるかどうかは（個人の，そして組織としての）哲学の
存在にかかっていると考えています。

企業においても哲学（最近はフィロソフィーというところが多いようです
が）の有無が今後も世間さまに認められてやっていけるかどうかを左右する
のだと，世の流れを見て強く感じます。

三菱，旧宇宙開発事業団，ＪＲ西日本，姉歯に端を発した耐震偽装，社保
庁，ライブドア，東横イン，防衛施設庁・・・・
数え上げれば切りはないですが。

成果至上，効果効率至上，学歴偏重，見た目至上，俺の都合至上・・・・
見えざるモノ（文化もまたそちらに分類されると思いますが）が日本を再生
するには必要であると強く感じています。

母校の先輩でもある設計者と『本田宗一郎（的なひと）はたくさん居るけど
藤沢さん（の役を担うひと）がいないんだよね。』
という話しをしました。エンジンは強力なんだけど車体・・・特に舵取り装
置がねえ・・・
うなずきながらも『このままでは・・・』と決意を新たにする今日この頃で
あります。 

1856．Re: 見えるモノと見えざるモノ／哲学の存在と不在
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名前：Kazz@管理人    日付：2月6日(月) 17時50分

今年の大会テーマが「モノ・コトの見極めに革命を」に決めたのも
モノとコトのバランスを考えた経営を期待したいからです。
本田宗一郎は立派な経営者でしたが、藤沢さんと二人でバランスが
取れていましたね。松下幸之助は両方がそろっていた経営者でし
た。
企業の利益や自分のことしか考えない政治家や経営者が増えてきま
したね。品質工学は永遠の哲学です。 

1852．検査では事故は防げない  

名前：Kazz@管理人    日付：2月4日(土) 9時49分

昨晩のNHK番組「関西クローズアップ」で松下の石油暖房機や他社のドライ
ヤーや電気かみそりなどの欠陥による火災について報道されていた。問題
（死亡事故など）が発生したときの対応の遅れも問題であるが検査のやり方
に問題があるという指摘であった。あるメーカーは検査や耐久試験ををいく
らやっても問題は防げないというので悩んでいるのが現状である。
この掲示板の読者は私が何を言いたいのかすでにお気づきだと思いますが、
検査や耐久試験で個々の性能（品質特性）について評価していても問題は見
つからないのである。しかも抜取検査を行っている場合が多いが、欠陥があ
るものは抜取検査では全く発見できない。検査だけで発見するためには無数
の製品について考えられる沢山の品質特性について、信頼性試験や耐久試験
を長時間行えばある程度は保証できるが、時間やコストが重なって、経営的
には利益を圧迫して競争力を失うのである。
品質工学では、機能性の評価を行うことで社会的損失を減らすことを考えて
いるが、目的機能の評価だけでは上記の火災や死亡事故などの副作用につい
ては完全な対策は難しいのである。何故ならば、目的機能の機能性は確保で
きても副作用の内容と被害損失失までは評価できないからである。勿論、考
えられる副作用（一酸化炭素など）について事故を想定した安全設計や望小
特性の評価をすればよいのであるが、余分の手間である。最もよい方法は、
基本機能で欲しい機能と副作用の両方の評価を同時に行うことが必要にな
る。いずれにしても、社会的な損失を減らすような「システム設計」や「安
全設計」が必要なのである。
「安全設計」は人間の能力や信頼性に頼るのではなく、事故を自動的に未然
に防ぐ安全設計が必要なのである。 

1845．10万目のお客様にKazzのスケッチを贈呈します。  

名前：Kazz@管理人    日付：2月1日(水) 15時20分
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この掲示板も4年間で沢山の通りすがりの方が居られます。今日中には10万
人を超えると思いますが、10万目のお客様にKazzのスケッチを贈呈します
ので気が付かれた方は申し出てください。 

1848．Re: 10万目のお客様にKazzのスケッチを贈呈します。
名前：つるぞう    日付：2月1日(水) 23時4分

> １０万目のお客様ではないけれど一番近いので私のスケッチを贈呈
します。

いいのですか？ありがとうございます。
先生の絵は家でかみさんとよく見ているのです。
私だけで眺めるのはもったいないので、事務的で殺風景な弊部署の
壁に飾らせていただきたいと思います。 
http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/ 

1849．Re: 10万目のお客様にKazzのスケッチを贈呈します。
名前：Kazz@管理人    日付：2月2日(木) 9時42分

 

つるぞうさん

添付のスケッチを贈呈します。
額をこれから注文しますので来月の研究会に持って行きます。
このスケッチは浄瑠璃寺の三重塔を描いたものです。 

EZBBS.NET produced by Inside Web
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2006年03月 の投稿ログ

1895．システムの選択が最も大切  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月30日(木) 22時57分

先日M社の「手戻りしない開発体制」についてコメントしたが、この問題の
最も大きなことは機能設計（システム設計）の段階で、製造技術のばらつき
問題を考慮していなかったことが原因であることを述べた。
私が品質工学の指導をしているときに感ずることであるが、パラメータ設計
に耐えられるシステムを選択していない例が多いのである。

私は現役時代、幸いにも研究開発から製造までのすべてを経験していたので
システムを見た瞬間にパラメータ設計をやる価値があるかどうかが分かる場
合が多い。開発段階のパラメータ設計を行う場合でも「生産技術のばらつ
き」を考えないと製造に移行したときトラブルを発生して「手戻り」を招く
のである。

田口先生はシステム設計は品質工学とは関係ないと仰っているが、私はそう
は思わない。市場におけるノイズだけでなく加工の困難さや考えていないシ
ステム設計ではパラメータ設計を行っても無駄なのである。
殆どのパラメータ設計は最良設計であって、最適設計ではないのである。最
適設計を行うには、品質とコストの両面で消費者に満足を与えるだけでな
く、製造段階も含めて最適なシステムを選択することが大切なのである。
真似事の品質工学の活用から脱皮しなければ経営成果に結びつかないのであ
る。皆さんのご意見を聞こう。 
http://、 

1896．Re: システムの選択が最も大切
名前：Kazz＠管理人    日付：3月31日(金) 9時53分

エンジンのシステムを考えた場合、レシプロタイプ（往復運動型）
とロータリータイプ（回転運動型）があるが、現在は圧倒的に前者
が主流を占めている。その理由は簡単で、変換効率や理論的には後
者の方が優位であるが、製造的にはレシプロタイプの方が造り易い
からである。
VTRの場合でも、VHS方式がベータ方式に勝ったのも製造コストが安
く出来たからである。このように、同じ機能や性能であれば造り易
いシステムが優位なのである。

田口先生の言葉は単純明解で誤解されやすいので、言葉の裏を考え
ることが重要です。システム設計は品質工学には関係ないといわれ
ていますが、システムは複雑でなければ改善できないとも言われて
います。すなわち、製造問題や市場問題を含めて全体最適を考えた
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システムを創造しなければパラメータ設計を行っても成功しないと
いうことを言われているのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1899．Re: システムの選択が最も大切ーばらつきを抑えることの難
しさー
名前：Kazz＠管理人    日付：4月4日(火) 10時43分

製品の品質は、製造ばらつきも市場ばらつきも、顧客に迷惑を掛け
るのは同じであるが、製造のばらつきは出荷前に押さえることが出
来るが市場のばらつきは抑えられないのである。ところが、マツダ
の例でも説明したが、製造ばらつきもシステム設計が悪いと抑える
ことが難しいのである。先日もある企業で指導していたときに、製
品のパラメータ設計を行って製造したところ、ｎ個の製品のばらつ
きが大きく、機能性が悪いことが分かった。その原因は、システム
が単純で部品がばらつくとばらつきを吸収するシステムになってい
なかったためである。
システム設計では、市場で発生するノイズばらつきだけでなく、製
造ばらつきも考慮した商品設計が必要なのである。困ったことであ
るが、CADで設計することに慣れ親しんだ科学的思考の技術者は、丸
や直線はばらつきがないものと信じて疑わないのである。（永田議
員のような技術者が多い） 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1901．Re: システムの選択が最も大切
名前：のっぽ    日付：4月4日(火) 18時5分

　同感です。本当に良い製品を作ろうと思ったら、良いシステムを
選択しなければなりません。田口先生は、選ばれた後の評価につい
て言及しているわけですね。
　理想的に言えば、システム選択の時に、すべてパラメータ設計を
行えばいいのです。シミュレーションではそれが出来ます。しか
し、一般的には、そんな馬鹿なことはできませんから、眼力でシス
テムを選択するのです。
　したがって、品質工学の課題として、このシステム選択の段階で
いかにリーズナブルな判断ができるかを提案しなければならないと
思います。そうすれば、単なる最適化手法ではないパラメータ設計
の意味が、再認識されると思います。
　シミュレーションできなくても、思考実験でパラメータ設計はで
きないでしょうかね。 

1902．Re: システムの選択が最も大切
名前：Kazz＠管理人    日付：4月4日(火) 20時7分
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のっぽさん

ご同感いただきありがとうございます。
経験豊富な技術者であればノイズに弱いシステムかどうかは事前に
分かります。いくつかのシステムを考えたとき、3つくらいに絞るの
は経験と技術力です。ノイズだって賢い技術者は考えて設計できる
のです。
田口先生が制御因子間の交互作用が分からないのは技術力がないか
らだといわれていましたね。
最近の技術者は視野が狭いのでそこまで考えられないのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1886．品質工学に対する誤解  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月17日(金) 16時10分

最近、品質工学の指導を外部のコンサルタントから受けて、経営成果に結び
つかなかったから、指導料を払わないという事件がおきています。
日本はソフトに対する評価は欧米に比べても金額換算で１/１０位ですが、
日本人のものの考え方や価値観の違いがよく分かります。

品質工学の場合でも、品質工学を使っても売上げや利益が上がらない場合は
品質工学をやっても駄目だと考える経営者が多いということです。シックス
シグマの場合には、直接無駄を省くわけですから経営成果は簡単に分かるの
ですが、品質工学の成果は目に見えないお客様の損失問題ですから、経営者
にとっては理解が難しいのです。長い目で見れば分かるのですが今日明日の
成果ではないので誤解が起こるのです。
目先の問題だけでなく未来志向で考えることが大切ではないでしょうか。企
業の体質を強化するとか、病気にかからない体を作るといっても何の保証も
ありませんので関心が薄いのでしょうね。 

1887．Re: 品質工学に対する誤解
名前：権兵衛    日付：3月18日(土) 11時53分
目先の経営体質が手に取るように分ります。
しかし、これが日本の経営の核なのではないでしょうか。
でも人にものを頼んでおいて、目先の利益で判断しコンサル費を払
わ
ないとはふざけていますね。
内容は、よく分らないのですがまともに判断したら裁判ものです
よ。
学会に顧問弁護士を設けた方が良いのかもしれません。 
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1888．Re: 品質工学に対する誤解
名前：Kazz＠管理人    日付：3月18日(土) 13時26分

権兵衛さん

このことはあまり公表したくなかったのですが、自社の利益しか考
えていない独裁的な経営者の実態なのです。
すでに裁判沙汰になっていますが、品質工学会としても考えておく
必要はありますね。 

1889．Re: 品質工学に対する誤解
名前：jajan    日付：3月18日(土) 18時21分
御無沙汰しております。
このような他力本願の企業があること、信じられません。
品質工学以前の問題。ゴーイングコンサーンとしての企業の意義や
本質を考えればこんな話は許されないと思います。
自己責任・成功するまでやりぬく。そんな愚直な行動こそ大切なの
ではないかと思います。

PS
そのコンサルの最初の売り込み方しだいですが・・・
無理強いをしたのならしかたないかな。（その場合はコンサルの意
義を問うべきでしょう） 

1890．Re: 品質工学に対する誤解
名前：Kazz＠管理人    日付：3月18日(土) 20時24分

JaJanさん

ほんまもんの登場ですね。懐かしいです。これからも発言してくだ
さい。
コンサルタントの話では最初に300万円で契約したそうです。このテ
ーマは品質工学的には成功したそうです。その後も5つのプロジェク
トをこなしたそうです。ところが、最初のテーマで経営的な成果が
出なかったという理由でワンマン社長の独断で８０％に値切られた
上、無料報酬になったそうです。そこで裁判になったということで
す。
これが日本の企業の実態だとすると情けない話ですね。

ところで、貴殿の会社は素晴らしいですね。私も頼まれて貴社の発
表のコメンテータをしたことが縁で、発表テーマの解説を書きまし
た。今年のJSAの雑誌の5月号に載りますので楽しみにしてくださ
い。 
http://、 
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1891．Re: 品質工学に対する誤解
名前：林    日付：3月18日(土) 23時44分
> 最近、品質工学の指導を外部のコンサルタントから受けて、経営成
果に結びつかなかったから、指導料を払わないという事件がおきて
います。
>シックスシグマの場合には、直接無駄を省くわけですから経営成果
は簡単に分かるのですが、品質工学の成果は目に見えないお客様の
損失問題ですから、経営者にとっては理解が難しいのです。

＞自社の利益しか考えていない独裁的な経営者の実態なのです。

ｋａｚｚ先生　先日はご苦労様でした。研究会のあり方についての
ご指導は幹事全員の反省課題でもあります。

さて上記のようなコメントがありましたが、私は「自社の利益しか
考えていない独裁的な経営者」を非難するつもりはありません。そ
ういう経営者って結構多いですよね。中小企業でオーナーの場合
は。

今回の話は、「コンサル」側の資質の問題もあるのではないでしょ
うか？

そういう経営者なら当然金銭的な結果を要求するでしょうし、そう
いう結果を出せないような課題に品質工学的に成功しても、全く評
価されないでしょう。ですから取り組む課題で金を貰えるかどうか
の判断が甘いのではないか？　また事前にそういうことの確認が契
約時点で全くネゴされていなかったのでしょう。日本の悪い契約実
態の最たるものだと思います。
相手が理解出来る儲かった金銭の１－２割を頂く頂戴するというス
タンスでないとコンサルは無理なのではないでしょうか？
厳しいことを書かせていただきましたが、こういう問題を発するこ
と自体がコンサルとして失格ではないでしょうか。例え品質工学的
に成功したとしても．．． 

1892．Re: 品質工学に対する誤解
名前：林    日付：3月19日(日) 0時5分
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権兵衛さん

＞でも人にものを頼んでおいて、目先の利益で判断しコンサル費を
払わ
ないとはふざけていますね。

今回の場合、　あくまで私個人の推測ですが、金を払う権限のある
今回の経営者がこのコンサルに直接頭を下げて頼んだとは到底思え
ないのです。ここに来られる皆さんは紳士なのでこんなことを言っ
ても理解されないかもしれませんが．．．
ひょっとして今回の依頼者が工場の技術担当者または工場長レベル
で、どうしようもない問題があったとします。自分ではどうしよう
もないので外部から技術指導ということで、つてを頼ってこのコン
サルに辿り着いた場合、失敗したらしたで自分の失敗を責められる
ことは無くなりますし．．．　
今回の場合、このコンサルが誰にお足を頂戴出来るか、その為にど
ういうように行動をすれば良かったのかという基本的にコンサルと
しての活動がきちんと行われていなかったのではないかと思いま
す。 

1893．Re: 品質工学に対する誤解
名前：Kazz＠管理人    日付：3月19日(日) 10時5分

米国のGEはウエルチ会長時代シックスシグマで100億ドル以上の成
果を出したが、市場では一向に品質がよくならなかったことが問題
になった。そこで、GEは1998年にDFSS（Design for six sigma）を採
用した結果市場品質は向上し、開発時間の大幅な削減をして市場
シェアをより広げる結果となった。
最初のシックスシグマでは下流の製造品質の改善が目的であったの
で、目に見える工程不良は改善されたが、4シグマが限界だと分かっ
て、上流の開発品質の向上が必要であることが分かったのである。
日本の経営者の中には、いまだに汗水垂らして製造品質を改善すれ
ば市場品質がよくなると考えている時代遅れの人が多いのである。
これからの企業は時代の流れを読んで、新しいテーマを選択して他
社に勝てるシステムを創造してタグチメソッドを使って開発期間を
短縮する企業が生き残れるのである。 
http://、 

1894．Re: 品質工学に対する誤解
名前：mizgi    日付：3月24日(金) 9時18分
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品質工学（の効果）がなかなか理解されない，ということは自分も
職場で経験しています。ＱＥに出会った当時はまさに『これしかな
い!!』と意気込んで上司にも活用を提案したものでした。あっさりと
却下されたときには『なんでわかってくれないんだ！』と非常に悔
しく思ったものです。
Kazz先生が仰っるとおりまさに『品質工学がなくても企業は困らな
い』のですね。なぜなら今までも十分に成功してきたからです。
ただしその成功とは『商売として十分成立して，企業規模も大きく
なった。世間からもよい企業として認識して貰った』ということで
あり，けっして『一流技術・他に真似のできない製品・社会的損失
を最小限に抑えた商品』に対する評価ではありません。
いまでは地道に『まず身近な課題に品質工学を使って挑戦し，成果
を得る』ことから始めています。やればやるほどまだまだ『品質工
学が分かっていない』ことがわかります。学生時代ほどまわらなく
なってきた頭を恨みつつ，それでも前を向いて進もうと思っていま
す。
先日，我が社に村田兆治さんが講演に来られました。『何回投げて
も思った通りのコースに投げられるよう，（身体が）誤作動しない
よう，徹底的に練習した。』『野球だけでなく医学，栄養学など自
分に必要だと思えるものは徹底的に追求した。』と仰っていまし
た。ものづくり技術とは異なる世界の方ですが，継続することの大
切さ，必要だと思えるものへの探求心がひしひしと伝わってくるお
話しでした。
理解を得るには地道な継続と，理解を得るための戦略との両輪が必
要だと，新しい題を読み改めて感じています。 

1882．99.9%は仮説ー思い込みで判断しないための考え方ー  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月12日(日) 14時9分

竹内薫という猫好きの科学作家の読み物でであるが、「わが意を得たり」と
言う読後感である。この本は、つるぞうさんのブログで教えていただいた書
物であるが、品質工学の普及を考えている私にとって、時宜を得た応援団で
ある。天動説を覆したガリレオの無念さが蘇ってくる。
ガリレオが望遠鏡を作ったのは科学的思考では生まれなかったのである。ガ
リレオは科学的な仮説など全く無視して、理論よりも先に現物を作ってし
まった。というのが印象的である。
品質工学だって天才の仮説に過ぎないのだから、これを覆す考え方が現れて
も不思議ではない。 

1883．Re: 99.9%は仮説ー思い込みで判断しないための考え方ー
名前：Kazz＠管理人    日付：3月12日(日) 22時19分
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この本では、仮説＝常識であると考えている。
一般に「常識（仮説）」と考えられていることのウソを発見するこ
とが大切なのである。常識は時代と共に変わるのである。バルブも
仮説であったのだが、バブルはいずれは崩壊すると考えるのが正し
いのである。

品質管理の立場で言えば、規格に対する合否の判断は「製造ばらつ
き」であって市場のばらつきとは関係ない。と言えば間違っていな
いのだが、「工程で品質をつくり込めば市場では問題が起きない」
というから問題なのです。

品質工学でも、オンラインでフィードバック制御やMT法を使ってば
らつき原因を調べるのは製造ばらつきを減らすだけであって、市場
の品質向上とは関係ないのである。工程の品質が悪いのはオフライ
ンで設計品質を改善していないから起こるのであるから後の祭りな
のである。
それぞれの立場で、役割機能を明確にして目的的な行動をとること
が大切なのである。 

1884．品質工学がなかったらどうなるか
名前：Kazz＠管理人    日付：3月13日(月) 19時15分

科学だけでなく工学もすべてが仮設だと考えると品質工学も仮説の
一つである。品質工学がなくても企業は困らないし、企業が倒産す
るわけでもないのである。事実品質工学などやらない企業が利益を
上げているし、困っていると言う話を聞いたことがない。
もぐら叩きで開発を行っていても、直接経営が悪化するわけでもな
いので品質工学をやる必要がないのである。
皆さんも風邪を引いたとき薬で治るので、風邪を引かないような体
質改善にあまり関心がないのと同じである。
このように考えてくると経営に最も大切なことは、テーマの選択で
あり、システムの選択が死命を制することになる。
美術も技術も創造の世界（Artificial)であり、システムやデッサンが
最も大切なのである。松下のTVとソニーのTVは流派であって、どち
らの流派が顧客を満足させるかである。問題はどちらかの流派が信
頼性に問題があると言うことでシステム選択に問題があるのであ
る。そのように考えると早くシステムの悪さを機能性で評価するこ
とが大切で、相対的なSN比評価の問題になる。 

1885．Re: 99.9%は仮説ー思い込みで判断しないための考え方ー
名前：Kazz＠管理人    日付：3月15日(水) 13時2分
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永田メールの問題も情報提供者を信用して、真相を確かめなかった
ことが原因なのである。社会問題もすべて仮説だと考えれば真意を
確かめることの重要さを認識した次第である。
品質工学で機能性評価をすれば寿命試験など必要ないと考えること
も仮説に過ぎないのである。
環境条件に強ければ劣化にも強く製造問題にも強いいというのは仮
設なのである。天才は検証など必要ないのだろうが、凡人はやはり
下流における安定性を確認することが大切なのである。
このような実績を積み重ねることで天才に近づけるのだろう。 

1881．PSEマークの疑問  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月9日(木) 15時7分

電気用品にPSEマークを付けることが義務づけられて5年を経過するそうで
あるが、マークの有無で安全性に問題があるのだろうか。
しかもこのマークはメーカーが勝手に付けるのだから信頼できるものとは限
らない。このマークを付けた商品が漏電を起こした場合は罰則があるそうだ
から、メーカーは真剣な対応を考えていると思うが、マークの付いた商品と
品質的に問題があるとは思えない。
2001年当時は、中古商品は該当しなかったそうだが、2005年になって該当
することになった。「安全設計の考え方」と自己責任の問題を考え直す必要
がある。 

1878．ゴルフの機能性の評価について  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月7日(火) 23時14分

ゴルフの機能性の評価は、私は体の回転角と飛距離の比例関係が理想機能と
考えていたが、田口先生がボールの飛距離と角度の二つの機能性で評価され
ているのを見て、信号の選び方の大切さを痛感した。
私が考えたエネルギーの変換は技術屋の考えるデータであって、制御因子の
一つを信号因子と考えていたのである。
田口先生が「技術データは評価には役立たない」という指摘が当て嵌まる例
である。ゴルフスイングの能力の機能性の評価は、ゴルファーの飛距離の実
験データから真値である飛距離の推定誤差をSN比で評価することである。
機能性の評価において、顧客が欲しいのは信号の効果であり、欲しくないの
はノイズの効果であることを忘れてはならない。 

1879．Re: ゴルフの機能性の評価について
名前：Kazz＠管理人    日付：3月8日(水) 10時7分
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機能性の評価は、目的である出力特性を物理的な「因果関係」で説
明する関係式を使うのではなく、使用者の対場に立って、他社の設
計より安くて故障や公害などのトラブルを起こさないような最適な
因果関係を設計段階で確立することである。そのために、品質工学
では「使用者の立場に立った評価特性」で機能性評価をすることが
大切だと考えている。
この評価特性を考えるとき、技術者は物理的な技術データを考えて
しまうのが欠点である。このことが田口先生から「貴方は技術者だ
から駄目だ」といわれる所以である。これが「科学的思考」と「技
術的思考」の大きな違いなのである。
また、設計の評価は寿命試験のような絶対的なものではなく「相対
予測」であるから、直交表やSN比を用いて他社や従来との品質比較
の「再現性」が重要なのである。

1880．大砲の砲弾の飛距離の評価について
名前：Kazz＠管理人    日付：3月9日(木) 13時56分

ホームページ（http://kaz727.cool.ne.jp）の中の「砲弾の飛距離の最
適化設計.pdf」で望目特性の評価を紹介しているが、飛距離と力や角
度の因果関係で評価している。
当時は、飛距離に関係するのが打出すエネルギーであるから、エネ
ルギーの変換の平方根を信号として飛距離の安定性を評価すればよ
いと考えていた。これも機能性の評価であるが、物理的な技術デー
タの因果関係であって、お客が欲しい機能ではないということで
す。
狙った飛距離が信号で、実際の飛距離と狙いの飛距離のずれをSN比
で推定することが大砲の機能性の評価になるのだろうか。 

1877．機能性評価の変遷と今後の課題  

名前：Kazz＠管理人    日付：3月7日(火) 22時47分

機能性の評価が叫ばれて久しいが、私が知っている限りでも大きく変遷して
きたのである。
成形加工の評価の場合、1970年代の中ごろは、射出温度や金型温度など成
形寸法と比例関係がある制御因子を「調整用信号因子」と考えて機能性の評
価を行っていた。これは今でも加工段階で図面寸法にチューニングする場合
には使われている。1970年代の後半になって、当時としては革命的な評価
と考えられた「転写性」という概念が発表されて驚かされた。当時はまだ理
想機能が線形的な比例関係が研究の主流を占めていた。その後、フィルタな
どの周波数特性のような非線形の世界で機能性の評価を行った事例が登場し
た。当時は信号の非線形性の部分をSN比の分母のノイズに含めず評価して
いたが、その理由が信号の効果の大きさは正しい水準ではないので、残りの
２次効果を誤差に入れるのはまずいという判断で、SN比の分母には含めな
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かったのである。
その後、２１世紀になって、理想機能が不明の場合には、信号とノイズの効
果を同時に評価することは再現性に問題があるということで、信号の効果と
ノイズの効果を完全に分離して、標準SN比の概念に到達したのである。
このように機能性の変遷を振り返ってみると、田口先生の考え方が理解でき
るのであるが、MT法の場合も同じように、その時々で問題点を改良しなが
らシンプルな形のT法まで発展してきたのであるが、これからどのような変
遷をするかは品質工学会の大きな課題である。 

EZBBS.NET produced by Inside Web
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2006年04月 の投稿ログ

1920．タグチ流品質工学  

名前：HASY    日付：4月27日(木) 13時1分

こんにちは，HASYと申します。

田口先生の最近の書籍で以下のようなくだりがあり理解に苦しんでいます。

例）書籍「研究開発の戦略」日本規格協会
Q１：P152　品質工学（の中のタグチメソッド）では，…。
というくだりがありますが，品質工学のカテゴリにタグチメソッド
というのがあるのでしょうか？

Q2 ：P208 直交表を用いる理由は，タグチ流品質工学では次の…。
というくだりがありますが，タグチ流品質工学とそうでないのが
あるのでしょうか。

田口先生の最近の発言の背景が分からないので，どなたかご教授ください。
（あちこちの掲示板に書き込んでいますが，すいません。） 

1921．Re: タグチ流品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：4月27日(木) 19時29分

HASYさん

Q１：P152　品質工学（の中のタグチメソッド）では，…。
というくだりがありますが，品質工学のカテゴリにタグチメソッド
というのがあるのでしょうか？

品質工学の定義がいまだ明確ではないのです。タグチメソッドとい
うのはアメリカ人が命名されたものでどちらが上位概念だというこ
とはないのですが、このことは学会での今後の課題と考えていま
す。

Q2 ：P208 直交表を用いる理由は，タグチ流品質工学では次の…。
というくだりがありますが，タグチ流品質工学とそうでないのが
あるのでしょうか。

品質工学という言葉は昔東工大の石川先生（？）が使っていたもの
ですが我々の考えているものとは異なるので敢えてこのように呼ば
れたのだと思います。アメリカでもタグチメソッドのことをTaguchi 
Quality Engineeringといって、Quality Engineeringとは別に扱ってい
ます。 
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http://kaz727.cool.ne.jp 

1923．Re: タグチ流品質工学
名前：HASY    日付：5月1日(月) 11時12分
Kazz 先生

HASYです。早速の回答ありがとうございました。

Q1は，単純には，２段階設計のことと思っていましたが，理解の背
景が広がったように思います。しかし，この本を人に勧めるにも解
説が必要だなと感じました。田口先生の「品質工学会設立の目的は
品質工学を定義することにある」という主張が，まだ具現化されて
いないためと認識しました。

Q2は，ほかにも品質工学といわれていたものがあるとは，はじめて
知りました。納得した次第です。

以上，頭のもやが晴れたようで，いくぶんすっきりしました。大変
ありがとうございました。 

1922．品質工学の修得の難しさ  

名前：Kazz＠管理人    日付：4月28日(金) 18時10分

品質工学を導入して物にするためにはいくつかの関門を通らなければほんま
もんにならないが、そのいくつかを挙げてみよう。

１．テーマの決定とシステム選択の問題
従来の日本の開発のやり方が商品開発からはじめることが多いため、テーマ
といえば商品そのものに関するものが多いが、品質工学でいうテーマの選択
は商品開発とは特に関係がないのである。
技術開発というのは先行性、汎用性、再現性の高いテーマを選ぶことが大切
であるから、商品とは直接関係がないのである。指導していて感ずるのは最
初にモノ（システム）ありきから出発するから、視野が狭い技術開発になっ
てしまうのである。すでにシステムが決まってしまってからパラメータ設計
を行っても、そのシステムの範囲内しか改善する余地がないのである。勿論
それでもよいのだが、悪いシステムをいくら改善しても他社に勝てるとは限
らないのである。
そこで、開発の無駄を省くためには、最初に企業として重要なテーマを選ぶ
ことが大切で、技術責任者のマネジメント戦略が必要なのである。
そのときに、視野の狭い技術者にシステム選択や評価を任せるのでなく、設
計や製造技術も含めて関連部署のコンカレント体制を構築することが大切に
なる。
システム選択とはシステム設計のことではなく、市場に出てからの安全問題

file:///C¦/My Documents/掲示板/200604.html (2/10)2007/01/04 10:24:59

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty,com


品質工学特集

や製造問題も含めて総合的に考えて考案することが極めて重要なのである。

２．計測技術がなければ機能性の評価にはならない。
機能性の評価では、目的機能を達成する技術手段の基本機能の評価で何をど
うやって測るかが最も大切であるが、日本の企業は目的特性だけに注目して
結果の品質を測ることしか考えていない場合が多い。
入力信号と出力特性の選択と計測技術を確立しなければ機能性の評価はでき
ないのである。次にノイズ問題であるが、最も顕著なもの（たとえば周囲温
度や劣化）を２、３選べばよいのである。製造技術の場合はノイズは不要と
考えて、たくさんの信号をとればよいのである。
機能性の評価で重要なことは、他社品や従来品をベンチマークと考えてSN
比や感度で評価を行うことが大切である。

３．パラメータ設計の問題
決められたシステムの中で最良条件（最適条件ではない）を求めることであ
るが、システムの選択がまずい場合には、その悪さ加減を早く見つけること
が大切であるから、システムの限界が分かったらあきらめて新しいシステム
の考案と評価に移行することが大切である。ここでも無駄な努力をしてはな
らない。制御因子や水準を選ぶのは固有技術の有無が大きく作用する。ここ
でもシステム選択の重要性が認識できるはずである。

４．商品開発は確立した技術の寄集めで行うことが大切である
泥棒を見て縄をなうような日本型商品開発から脱出して、設計に必要な製造
技術の技術開発を先行させて、商品設計では目標値にあわせる程度で済ませ
ることが大切なのである。ここにもマネジメント戦略が必要なのである。
企業の指導を通じて思いつくままに感想を述べた次第である。 

1918．ｋａｚｚ先生のｗｅｂ　アクセス  

名前：林    日付：4月25日(火) 18時0分

ｋａｚｚ先生

再度アクセスしましたがやはりお送りした画像のようにアクティブＸのク
リック窓が開いてクリックするとＩＥ６が落ちてしまいます。

私の得ている情報ですとＸＰとＩＥ６の組み合わせで起こっているようで、
訳が判らず古い環境でアクセスしている人もいたりします。
私もＩＥ６で落ちたのでＡＯＬでアクセスするとクリック窓は開きますがク
リックしても落ちずにアクセス出来ました。

お送りさせていただきました情報をサーバー管理者に渡されて対応していた
だくのが宜しいかと思います。お送りしたサーバーの関係者は深夜でしたが
２時間でレスしてくれたそうです。感心！ 
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1919．Re: ｋａｚｚ先生のｗｅｂ　アクセス
名前：林    日付：4月25日(火) 21時34分
追加で書き忘れていました。

先の状態が発生した方は
ＩＥ６のツール－インターネットオプション－セキュリティー－イ
ンターネット－レベルのカスタマイズ－アクティブＸとプラグイン
の実行を無効に設定すればとりあえず先生のＷＥＢに辿り着けま
す。

エラーが発生している方はこのＢＢＳまで到達できませんのでこの
メッセージも見れませんね。

ＸＰ＋ＩＥ６だけで起こっているという情報もあります。 

1910．社会問題と品質工学  

名前：Kazz@管理人    日付：4月24日(月) 21時43分

最近の社会問題は問題が起こるまでは問題視されていなかったものが殆どで
ある。ＪＲ脱線事故問題、耐震偽装事件、航空機の整備や安全問題、宇宙開
発や原子力発電問題、地震予測問題、石油暖房機、政治家の偽装メールなど
数え上げれば限がない。一つの問題が解決する前に次から次と新しい問題が
起こるのは何故だろうか。人間は愚かな面と賢い面の両面を持っているが、
人間に頼ることは極めて危険なのであるが、相変わらず人間に頼った安全が
叫ばれていることが問題なのである。今年の大会テーマは「モノ・コトの見
極めに革命をー社会損失を減らす品質工学」であるが、これらの問題は社会
的損失の配慮の欠如が原因であると考えている。これらの問題に対する品質
工学的考え方で、問題の本質を明確にして世間に訴えることが我々品質工学
に携わる者の責任であると痛感している。部分最適や現状最適の前に、全体
最適や未来最適を重視する戦略が大切なのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1917．Re: 社会問題と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：4月25日(火) 9時47分
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今朝のニュースでもＪＲ脱線事故のニュースが報道されていたが、
１年たってもＡＴＳ未整備が４３％もあるとのコトである。ＪＲは
本格的な体質改善したとは考えられない。制限速度だけは６０ｋｍ
／ｈに落として守っているようだが、人間に任されている限り何の
保証にもならない。制限速度は「適正速度」に改めることが大切で
損失関数で評価すべき問題だから、人間の能力に頼るのでなく自動
制御でスピードをコントロールすることが大切なのである。停止位
置だって同じコトで自動停止すいることくらい簡単に出来るはずで
ある。
人間は不完全な動物であるということが前提で、全ての機械や電車
や車や航空機の設計をすることが重要なのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1903．仕事意欲は世界最下位  

名前：Kazz＠管理人    日付：4月5日(水) 16時27分

人事コンサルティング大手タワーズペリンが2005年8月に世界16カ国で実
施した調査で、日本の従業員のうち仕事に対して「非常に意欲的である」と
感じているのは2％と最も低いことが分かった。最多はメキシコ（40％）ブ
ラジル（31％）欧米アジアの86000人の従業員を対象に調査した結果であ
る。
「仕事に対して意欲がない」の回答は日本は41％で、インド56％についで2
番目に低い水準だった。
タワーズペリンでは「年功序列型の報酬体系や企業の合理化、業界再編など
さまざまな要因から生じている」
又経営者や管理職層の全般的な質について「低い」｢とても低い」が40％と
調査最も高く、リーダシップの不在も要因の一つとなっているようだ。
品質工学の普及が低迷しているのは、管理者層が仕事のやり方を革新するこ
とに積極的でないからである。自らの役割が分かっていないから技術者もモ
ラルが低くなるのである。
品質工学研究大会のテーマを「モノ・コトの見極めに革命を」の意義をどれ
だけ理解しているか疑問である。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1912．Re: 仕事意欲は世界最下位
名前：MINIHOPE    日付：4月24日(月) 22時29分
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> 又経営者や管理職層の全般的な質について「低い」｢とても低い」
が40％と調査最も高く、リーダシップの不在も要因の一つとなって
いるようだ。

　PRESIDENT On-line　【職場の心理学】
「人はバカになるまで出世する」という法則
http://www.president.co.jp/pre/20060306/003.html
が掲載されています。
そのなかに、
「能力主義の盲点は、昇進する前の能力を評価していても、昇進し
たあとの能力発揮度を予測していないことである。」

説明は出来ないのですが、これって、
品質工学と通じるところがあるような気がしたのです。 

1913．Re: 仕事意欲は世界最下位
名前：Kazz@管理人    日付：4月24日(月) 22時58分

>「能力主義の盲点は、昇進する前の能力を評価していても、昇進し
たあとの能力発揮度を予測していないことである。」

その通りです。
入学試験では卒業後の能力を評価することが大切ですし、入社した
ときには将来の能力を評価することが大切なのです。ＭＴ法を適用
すればよいのです。企業だって現在の企業の実績から来年の利益が
予測できるのです。病気だって現在健康状態から来年の健康状態の
予測も出来るのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1915．Re: 仕事意欲は世界最下位
名前：Kazz@管理人    日付：4月24日(月) 23時6分

現在の入試試験では本当の能力の評価は出来ないのです。知識や性
格や人格や判断能力など多項目の評価が必要になるのです。永田議
員のような人間を作らないような教育が大切なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1916．Re: 仕事意欲は世界最下位
名前：Kazz@管理人    日付：4月25日(火) 9時33分
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>「人はバカになるまで出世する」という法則

これは昔から言われていたことで、ピーターの法則「無能の限界」
である。人間の能力はある程度は進化するのであるが、過去の成功
体験に満足してしまうとそれ以上は進化することは考えなくなるの
である。
従来の品質管理の世界に埋没した人間はその中から脱出できないの
である。品質工学だって仮説に過ぎないのであるから、絶対的な考
え方ではないのである。タグチを超えられるのはタグチ以上の哲学
を持ったものだけである。私にはそのような能力はないので無能の
限界に近づいたと考えるべきである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1909．教えていただけませんか？  

名前：起死回生    日付：4月24日(月) 21時28分

研究所の所長クラスに、品質工学がもたらすメリット／及び適切な活用につ
いて理解してもらうことを目標とします。もしこの種のプレゼンで成功され
た方がおられましたら、押さえるべきポイントを御教授いただけないでしょ
うか？

私が思うに、このクラスの人達の悩みは凡そ以下だと考えます。
・研究／技術開発を合理化したい。
・テーマを加速させたい。
・競合に対するアドバンス／ビハインドを定量的に知りたい。
・

その悩みを解消できる冴えたアイデアを提供します！
の切り口で攻めたいと考えています。
よろしくお願いします。 

1911．Re: 教えていただけませんか？
名前：Kazz@管理人    日付：4月24日(月) 22時11分
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品質工学特集

私が企業の経営者や管理者に常に申し上げていることは、目先の問
題より未来を考えたテーマの選択の重要性を訴えています。テーマ
の選択は部下に任せては駄目だということです。同時に、社会的な
損失の最小化を考えた戦略を持つことです。
日本の技術責任者の殆どが技術開発より商品開発を優先しますか
ら、目先の品質特性で問題を解決することが大切だと考えているの
です。設計品質の大切さは理解していて、上流で問題を解決するこ
とは分かっているようですが、機能性評価による汎用性の高い技術
開発はあまり分かっていないのです。
しかも、研究や設計段階だけのパラメータ設計だけで問題解決が出
来ると錯覚しているのですが、生産技術や製造も含んだコンカレン
ト体制で基本機能の改善を行うことが重要だということが理解して
いないのです。開発は絶対的な値でなく、相対的な値（SN比）で他
社品や従来品との比較をすることに徹すれば開発期間は大幅に短縮
します。
これらのことが一度に実現することは、大変難しいことですが、そ
れぞれの部署で品質工学的な考え方が定着するように、経営者や責
任者は地道な努力が必要なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1914．Re: 教えていただけませんか？
名前：Kazz@管理人    日付：4月24日(月) 23時2分

開発段階ではテーマの選択が重要ですが、テーマを満足するシステ
ムは無数にあるのですから、システム選択（システム設計ではな
い）が次に重要になるのです。その前に目的機能を明確にすること
が大切で、目的機能を満足する技術手段は沢山ありますが、手段ご
とに基本機能の評価が必要になります。この間の開発の効率化がマ
ネジメント戦略になります。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1905．田口先生の容態  

名前：タクヤ    日付：4月12日(水) 23時21分

file:///C¦/My Documents/掲示板/200604.html (8/10)2007/01/04 10:25:00

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/


品質工学特集

５月１５日の日規協のセミナーの講演がキャンセルに
なりました。容態は快方に向かっているのでしょうか？
ご存じの方はおられますか？ 

1906．Re: 田口先生の容態
名前：Kazz@管理人    日付：4月12日(水) 23時27分

タクヤさん

スケッチの掲示板からこちらに移行しました。

5月15日は大阪のセミナーですが、田口先生の代わりは小板橋に代
わっ
ています。私は午後の部を担当します。
田口先生のご容態は快方に向かっているとしか言えません。 

1907．９日間留守します
名前：Kazz@管理人    日付：4月12日(水) 23時39分

4月13日から21日まで海外の旅に出ます。 

1908．Re: 田口先生の容態
名前：Kazz@管理人    日付：4月21日(金) 21時44分

中央ヨーロッパから帰国しました。
スケッチ紀行をご覧ください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1904．革命とは  

名前：Kazz＠管理人    日付：4月8日(土) 14時10分
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品質工学特集

今年の大会テーマが「モノ・コトの見極めに革命を」ということにしたが、
革命とは思い切った言葉ではないか。革命とは「常識を変えよ」ということ
であるが、世間の常識は簡単に変えられるとは思えない。小沢党首は「自分
を変える」と言われているが、果たしてどのように変えるのか見ものであ
る。
現在のモノつくりの世界の常識は統計的な品質管理であり、科学的な問題解
決であるが、これも仮説であって、アメリカに追いつけ追い越せとガムシャ
ラにやっていた高度成長時代は役立ったのであるが、世界のトップランナー
を目指す立場に立ってみて、はたと困ったのは開発部門で、これまでの勤勉
主義や効率主義だけでは独自の企画開発力や技術開発力がまるで育たないこ
とが分かったのである。
今年の大会は特別企画や「経営とQE」や「QEの活用」のシンポジウムがあ
るが、その中で私も「社会的な問題と品質工学」というテーマで品質工学的
な革命の大切さを強調する積りである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1900．品質工学の成果は何か  

名前：Kazz＠管理人    日付：4月4日(火) 11時6分

６月の研究発表大会が近づいてきたが、この大会で議論することを考えて見
たい。
品質工学の目的は評価や診断や予測であって、システム選択や改善は関係な
いと田口先生が極論されるために、品質工学の成果を狭い範囲で考える人が
多いのではないだろうか。反対に品質工学の成果＝経営成果と考えている人
もいるがこれも誤解である。
いずれにしても、企業では経営成果に結びつけないと無駄な作業をやったこ
とになるのである。また、従来の考え方や方法論とのメリットやデメリット
を論じてみてもあまり意味がないことである。経営目的はQCDを同時に達成
して社会的損失の最小化を図ることであるから、そのような成果に結びつい
た発表が沢山出ることを期待している。
最近は社会的現象の診断や予測問題の重要性も高まっているのだから、健康
や地震などの自然現象の診断と予測に活用された成果の発表を期待したい。
MT法による地震予測が地震予測研究所などの専門学会でも評価されるレベ
ルになるように、学会を挙げて成果に結びつけることが必要である。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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品質工学特集

2006年05月 の投稿ログ

1926．大会の発表テーマを見て思うこと  

名前：Kazz @管理人    日付：5月20日(土) 14時17分

　最近考えていることだが，モノ・コトの本質を見極めることが非常に重要
と考えています。品質工学の手法も標準SN比や、ＭＴ法も技術的には進歩
してきました。品質管理とは別な知識体系が田口先生によって整ってきまし
た。タグチの知識体系を超えられるのは田口先生しかいないとすると情けな
い話です。今回の大会の発表事例でも散見されますが，ＴＳ法やＴ法の型を
課題に直接適用する傾向が見られます。本来は本質を知った上で、型を選択
して，間近の問題や課題を解くのが大切だと思いますが，何がなんでも覚え
た型を押し当てはめる傾向があるのではないでしょうか。
　私は“もんまもんの技術者”とは適用対象の本質を知った上で，固有技術
や評価技術が使える人を言うのだと考えてきました。
　そのようなことを考えますと，品質工学としての学問領域としての知識体
系だけでなく，これを適用する応用面における知識体系を整理する必要があ
るのではないでしょうか。
　そこで，品質工学を適用するときの，本質をどのように見極めるのか。そ
こには品質工学の理想機能を見極める，洞察力とその洞察力を増殖する訓練
をする必要があるのではないでしょうか。 
　田口先生が昔，六本木のシャンデリア落下事故を取り上げて，安全係数の
ことを提案しておりました。今回の大会の特別講演で、私が社会現象を捉え
て，数人の論客を相手に、品質工学の役割を論考することを考えています。
論考こそ哲学の本質であります。田口哲学といっておりますが，身近な問題
を捉えて論考す場の設定などが生まれてくることが大切と思います。横幹連
合コンファレンスや品質工学会の技術委員会などで企業の壁を超えて、社会
問題を議論することが今後の課題だと考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1924．経営的成果と品質工学  

名前：Kazz @管理人    日付：5月8日(月) 20時29分
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経営成果を改善することが、品質工学の成果であると考えている経営者や管
理者が多いのではないだろうか。
その場合、経営者が考えている経営成果とは企業の儲け(利益）だけを考え
ているのではないだろうか。品質工学で考えている経営成果とは企業の利益
改善だけでなく、顧客の満足度（品質問題）も含めて社会的損失を減らすこ
とである。企業の利益を改善するのは、品質工学の問題以前に戦略的なテー
マを決めて、最適なシステムを選択をすることが最も重要である。
品質工学の役割は、ベンチマークのシステムに対してSN比の利得で比較評
価をすることであるから、固有技術（計測技術を含む）のレベルが高くなけ
れば経営的成果を期待できないのである。また、品質工学で「最適設計」と
いうことは技術者の驕りであって、当面の「技術レベルの最良設計」だと考
えるべきである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1925．Re: 経営的成果と品質工学
名前：Kazz @管理人    日付：5月8日(月) 23時13分

上記のことに更に追加すると、固有技術のレベルが高くなければ経
営的成果は得られないのである。しかも、設計技術者が製造技術を
考えたシステム選択が出来なければ成果は得られないのである。品
質工学を適用してもよい成果が得られないという場合は、固有技術
に問題があるのである。視野の狭い技術者が増えている現在、開発
と生産技術のコンカレント体制が重要なのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

EZBBS.NET produced by Inside Web
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品質工学特集

2006年06月 の投稿ログ

1980．「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか  

名前：Kazz @管理人    日付：6月29日(木) 13時43分

ＮＨＫの番組でプロジェクトＸという人気番組があったが、行き過ぎた面が
あって廃番になったのはご存知だろう。ＮＨＫだけでなく、日本人がは「お
しん番組」が好きだから長寿番組になったのだろう。昨日も大阪の中小企業
が曲面に印刷できて従来の10分の１くらいの線幅まで印刷できる技術開発
を世界に先立てて開発したことが報道されていた。そのためには数え切れな
いくらいの試作を繰り返して最適なゴム材料を開発したそうである。勿論こ
のことは立派なことであるが、汗水垂らしてやったことが日本的なやり方で
「おしん物語」だと思うのである。
今の日本人にはこのような我慢強い技術者が少なくなったので拍手喝采を受
けるのであるが、このことは余り褒めることではないというのが私の考え方
なのである。品質工学では失敗学に学ぶやり方より効率的にやることが大切
だと考えているのである。そのためには、最初に目的を考えて、目的機能を
満足するシステムを考案したら機能性評価で「技術レベル」を早く見極める
ことが大切である。専門技術だけで始めると思い込みが強くなり自分の分
かっている範囲内で問題を解決しようと考える結果、堂々巡りをやって最適
解が簡単に見つけられないのである。機能性評価やパラメータ設計を活用す
れば、最適解は効率的に見つけられるのである。
農耕民族的発想から牧畜民族的発想に立って答えがないことを早く見つける
ことが大切なのである。
Ｓｈｉｎさんが見ていたら失敗学も技術者を育てるには必要だよ。といわれ
そうですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1988．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：TomUi    日付：7月5日(水) 18時49分

Kazz先生
　たまにですが、「プロジェクトＸ」を見たときがあります。プロ
ジェクトにあるロマン、感動、物語などで胸が熱くなったりすると
きもあり、あれはあれで優れた番組だと感じます。世のために立ち
たいという考えは技術者として共通のものを感じます。
　確かに、品質工学の立場から見れば技術開発する上での非効率さ
はいただけません。
　品質工学を使って今まで世の中にないような技術開発がなされ、
そこに、人間の心の機微に触れ、心を打つような物語が「プロジェ
クトＸ」として放送されれば少なくとも品質工学の学会員には受け
るでしょうし、品質工学の知名度も上がっていくのではないでしょ
うか。
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品質工学特集

　私は品質工学の考え方、手法などがおもしろくてとりこになって
いるのですが、最近はそれ以上に、品質工学を通じてできてきた人
の輪に魅力を感じるようになってきました。品質工学と出会ってい
なかったら、他の企業の人とこれだけ知り合いにはなれなかったと
思います。
　話がまとまらなくなってしまいましたが、「プロジェクトＸ」も
純粋に技術開発の効率面ではいただけないが、人の心の熱さなどに
ついては大事なメッセージを与えてくれていると言いたいのです。 

1989．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Kazz @管理人    日付：7月5日(水) 20時10分

TomUiさん
個人の力に頼る“個有技術”の巧みの世界によるもの造りでは結果
だけが重視されるため、プロセスの良し悪しはあまり評価されませ
ん。これは技能の世界であって技術化が難しいのです。プロジェク
トＸでもプロセスのことはあまり問題にされません。Artの世界では
永年積み重ねた技能が大切なりますね。システムを選択するときに
は技能やセンスが必要なのですが、パラメータ設計の段階では汗水
垂らさず効率的にやることが大切ですね。しかも技術が積み重なる
ように技術化することが伝承性に繋がるのです。品質工学は先行
性、汎用性、再現性、伝承性の確立を狙っているのです。TomUiさ
んも技術者の平準化を考えて品質工学の普及を考えたのだと思いま
す。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1990．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Kazz @管理人    日付：7月6日(木) 9時4分

「個有技術（匠の技術）」を「固有技術（汎用性、再現性、伝承性
のある技術）」にするのが品質工学であると考えている。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1992．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：TomUi    日付：7月7日(金) 6時29分
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品質工学特集

Kazz先生。
　社内で品質工学の推進をしてきたなかで，06年5月のQRGでI前会
長の講演を聴く機会がありました。そのなかで一番印象に残ってい
たのが次のようなお話でした。
　"品質工学の考え方の対極に人間の「志」，「心」がある。それら
は車の両輪のようなものである。具体的には徹底的に品質工学の冷
徹で合理的，客観的なところをがんがんやるべきだ。それで受け取
るほうの人たちを見ると，うまくいっている人もいるしなかにはぎ
くしゃくしたりする人もいる。ぎくしゃくしてしまう人に対しては
「志」，「心」の面に目を向ける必要がある。"　
　このお話を聴いて心に響くものがありました。その心に響いたも
のを訴えたかったのが先日の研究発表大会での私の発表でした。
　私は，「プロジェクトＸ」は「志」，「心」の面では良い番組
だったということを言いたかったのです。 

1993．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Kazz @管理人    日付：7月7日(金) 9時37分

TomUiさん

>品質工学の考え方の対極に人間の「志」，「心」がある。

品質工学の「心」に対する誤解ではないでしょうか。
品質工学では、社会的な生産性である「品質とコストの総和」を最
小にすることが大切であると説いているのです。すなわち、土地な
どは個人のものではなく、社会や地球全体のものなのです。品質工
学では「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。田口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、先生の考えにはタテマエ的な発想は微塵もないのです。
現代社会の考え方はタテマエでは同じ「志」ですが、行動は自分の
立場で考えているのです。規格の決め方も相手の立場で考えて決め
ていませんね。品質工学の考え方やその手法が全て相手の立場で考
えているのです。
技術開発や商品開発で機能性を改善して、公害や事故が無くなれば
車検も必要ないし、それらの仕事も無くなるわけだから短期的には
失業者が増えることになる。しかし、社会からNOXやCOガスなどが
無くなれば地球環境は改善されて、社会損失は減って社会的生産性
は向上するのである。経営者や行政がやることはこのことで生まれ
た失業者に新しい仕事を提供することが大切であると考えていま
す。
こんなことは貴方は当然ご存知なことですね。失礼しました。 
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http://kaz727.cool.ne.jp 

1996．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：つるぞう    日付：7月7日(金) 22時29分

ひさびさに地元に帰ってきたので枯れ木も山の賑わいということで
少し書かせていただきます。

Kazz先生もおっしゃられるように品質工学の対極に「志」をおくの
はおかしいことだと思います。品質工学はプラグマティックな合理
性＝「利」を言っており、従来の科学的手法は因果関係や論理的整
合＝「理」を言っているのであり、本質的、倫理的にどちらが正し
いということを言っているわけではないと思うのです。
技術をやっている人も科学をやっている人も「志」はあるわけで、
品質工学と「志」は全く矛盾するものではないと思います。

下名もまだまだ品質工学の理想とするところに近づくことができま
せんが（ライスワーク＝飯のための仕事をやっているうちはダメで
すね）、少しずつ局所的にも成果を出すことによりその本質に近づ
こうと努力しています。
　理想に対して原理主義的に頑迷になる必要はないと思いますが、
どなたかが仰った「理想を目指すのと妥協を目指すのとではおのず
と結果が違ってくる」という言葉が好きです。

「志」に方向性を与えてくれるもの、その１つが品質工学なのでは
ないでしょうか。 

1997．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Shin@ASI USA    日付：7月8日(土) 3時40分

１）「個有技術（匠の技術）」を「固有技術（汎用性、再現性、伝
承性のある技術）」にするのが品質工学であると考えている。 Kazz
先生
２)　ぎくしゃくしてしまう人に対しては「志」，「心」の面に目を
向ける必要がある。"　　Ｕｉさん
３）「志」に方向性を与えてくれるもの、その１つが品質工学なの
ではないでしょうか。 　　つるぞうさん

皆さんのご指摘の通りと思います。そろそろ品質工学で「志」の部
分を強調するべきではないでしょうか？ Ｄｒ．Ｔの最初の大仕事が
終戦後わずかでしかたっていない日本での電通研におけるクロスバ
ー交換機の開発であったことは有名ですが、あれこそプロジェクト
Ｘ的ではないかと考えます。ベル研とくらべると予算は1/50・人員
が1/5で競って勝ったのですから。交換機の寿命目標値である４０年
後の９７年には、まだ中国で現役で機能していて、当時開発に関
わった人たちが集まって祝ったという話を聞くとなお更です。この

file:///C¦/My Documents/掲示板/200606.html (4/42)2007/01/04 10:30:29

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:shin.taguchi@asiusa.com


品質工学特集

開発で現在のＱＥの基本概念であるロバストネスの最適化が始まっ
ているのですから。日本発の新しい技術の開発にＱＥを応用してそ
れを発表することが普及につながるのと考えます。Ｄｒ．Ｔは事故
らない車の開発をしたがっていましたが、ニッサンもＧＭもまだ口
説けていません。開発の責任者の毅然たる判断がなければ難しいの
でしょうか？ 我々のレベルやＱＥ学会で出来ることはやはり限られ
ているということでしょうか？ 
http://www.asiusa.com 

1998．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：TomUi    日付：7月8日(土) 5時28分

①品質工学の「心」に対する誤解ではないでしょうか。Kazz先生
②品質工学では、社会的な生産性である「品質とコストの総和」を
最小にすることが大切であると説いているのです。Kazz先生

おっしゃる通りです。私の説明が下手でなかなか伝えきれないので
すが、私が、「心」とか「志」というのは、"「品質とコストの総
和」を最小にすることが大切である。（6月11日(日)付け）"という
「品質工学の心」を理解してもらうために、人間の心の機微に触れ
なければいけない、泥臭い人間関係のなかに入り込んでいかなけれ
ばならないというような意味です。
　例えば、私はKazz先生から教えていただいた、『自信は必要であ
る。しかし謙遜のなかの自信でなければならない。』という言葉に
ほれ込んでしまいました。これは、"「品質とコストの総和」を最小
にする"という「心」とは異なったものと思います。ときに、品質工
学を推進するものは、自分が品質工学を知っているがために天狗に
なってしまう人がいます。ことばや態度に表れるのです。そうで
あってはならないと思います。
　天狗になっているのではないかと見える推進員には、メールで簡
単なコメントとともに、『自信は必要である。しかし謙遜のなかの
自信でなければならない。』を送ったりしています。そういうとこ
ろに利用させていただいています。
　このことばは名言でわたし自身の「座右の銘」の一つとして持ち
歩いています。品質工学を推進する人が決して忘れてはいけないこ
とばだと思います。
　品質工学を広めていくには、"「品質とコスト」の総和を最小にす
る"という「心」だけを重視してはいけないということを言いたかっ
たのです。 

1999．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Kazz @管理人    日付：7月8日(土) 23時20分
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TomUiさん

>このことばは名言でわたし自身の「座右の銘」の一つとして持ち歩
いています。品質工学を推進する人が決して忘れてはいけないこと
ばだと思います。

申し訳ありませんが、この言葉は家内から貰った私に対する戒めの
言葉なのです。私が余りにも謙虚でないので見かねて筆書きして額
に入れて私の部屋に掲げてくれましたが一向に効き目が無く相変わ
らず世間の皆さんに迷惑をかけています。努力はしますが死なな
きゃ直らないでしょう。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2001．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：TomUi    日付：7月9日(日) 5時28分

Kazz先生

>この言葉は家内から貰った私に対する戒めの言葉なのです。
>筆書きして額に入れて私の部屋に掲げてくれました。

　驚きました。筆書きのまま印刷させていただきましたが，言葉の
素晴らしさの上に達筆さにも素晴らしいの一言です。勝手に印刷さ
せていただいておりますが，よろしくお伝えください。
　Kazz先生，奥様ともに芸術家なのですね。田口先生の"技術は
Art"という言葉が思い出されます。
　本題に戻りまして，品質工学が教えている，客観的に合理性，効
率を追求した「心」，「志」だけではいけない。人間の深層心理，
機微に触れた「心」，あるいは，一つのプロジェクトに対して互い
に燃えるというような「心」，「志」にも目を向けなければいけな
いということを言いたかったのです。
　もう一つの「心」が必要だとKazz先生の奥様はおっしゃりたかっ
たのではないでしょうか？行き過ぎた発言であればすみません。
　議論を通じて，どうも2種類の「心」，「志」があってどちらも欠
かせないと思うようになってきました。車の両輪で我々は両方とも
バランスをとって磨きをかけていかなければならないのではないで
しょうか。 

2015．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：てっちゃん    日付：7月22日(土) 8時47分
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はじめて書き込みさせて頂きます。
Kazz先生には関西品質工学研究会で大変お世話になっております。
kazz先生の奥様のお言葉、私も大変感銘を受けたのですが、調べてみ
ますと琴の名曲「春の海」の作曲者・宮城道雄の書いた言葉のよう
ですね。奥様がどんな方が存じ上げないのですが、博識の方と推察
しております。 

2022．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Shin@ASI USA    日付：7月27日(木) 1時56分

申し訳ありませんが、この言葉は家内から貰った私に対する戒めの
言葉なのです。私が余りにも謙虚でないので見かねて筆書きして額
に入れて私の部屋に掲げてくれましたが一向に効き目が無く相変わ
らず世間の皆さんに迷惑をかけています。努力はしますが死なな
きゃ直らないでしょう。 Ｋａｚｚ先生

これには大笑いしてしまいました。　普段のＫａｚｚ先生と、その
人柄を知り、尊敬しているからのことですから、失礼と思われるで
しょうが、大笑いしたことをお許しください。　

私は ＤｒＴ と付き合いが長いので言いますが、彼の人柄はＸＸが付
くくらい大変謙虚です。　しかしそれは普段の生活の中のことで、
品質工学のことになるともの凄いものがあります。特に昔はどれだ
け喧嘩をしたかわかりません。トヨタ自動車が一時期からＤｒＴを
あまり受け入れなくなったのはそのためです。特に日科技連関係・
ＴＱＣ関係とはとんでもない喧嘩をしていました。石川馨先生など
とも大喧嘩していました。原因追求型の活動に我慢がならなかった
のでしょう。５４年にインドにいる間はずっと怒っていたそうで
す。統計学者が技術を知らないからとんでもない実験を組むからで
す。

話がそれましたが、謙虚であれというのはいいのですが、つかみ合
いになるぐらいの議論をするというのも大事だと思います。これで
は遺憾と切り捨てるのは問題ですが。 
http://www.asiusa.com 

2024．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：TomUi    日付：7月27日(木) 4時4分
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Shinさん＿話がそれましたが、謙虚であれというのはいいのですが、
つかみ合いになるぐらいの議論をするというのも大事だと思いま
す。これではいかんと切り捨てるのは問題ですが。 

私はこのことばに推進の奥義があるように感じます。私が謙虚とい
う言葉を大切にしているのは，品質工学を教えるときに自分が知っ
ているからといって慢心してはいけない，天狗になってはいけない
という意味です。

その上で，ときにはShinさんが仰っているように熱い議論をするのが
必要と思います。お互いに顔色を見ながら上っ面の話をしていては
絶対に理解してもらえませんから。
　同様にアフターライブに酒を酌み交わしながら雑談を交えて語り
合うのも一つの手だと思います。ただし，アルコールや，不規則な
生活というノイズが入りますので体に自信のない場合はほどほどに
する必要があります。あるいは日ごろからロバストな体になるよう
に鍛えておくのも良いでしょう。

これではいかんと切り捨てるのは問題で，この辺に推進するものの
大義というものが関ってくると思います。とは言ってもどのエンジ
ニアに対してもとなると不可能なわけで限られたエンジニアへサポ
ートしていくことになります。大事なのは，何のために品質工学を
推進するのかという大義（正しい目的）を持てば，易き方向に流さ
れることは少なくなると思います。 

2026．Re: 「プロジェクトX」 的発想は変えられないのか
名前：Kazz @管理人    日付：7月27日(木) 10時23分

てっちゃん　Shinさん　TomUiさん

「謙虚」の話が話題になっていますが、私の場合は自慢をすること
に対する家内の戒めの言葉なのです。人間が出来ていないため自分
を必要以上に格好よく見せたいのでしょうね。困ったものです。
Dr.Tは実に謙虚な方で神様のような方だと思います。今でもそうです
が若かりし頃、統計的品質管理の連中に対して議論を吹っかけて否
定された姿は尋常な人間では出来ないことです。人間としての地球
的規模で高邁な哲学をお持ちであるから凡人には分からないので
す。
仏陀の教えでも庶民にはなかなか理解できないのと同じです。
昨日まで九州の企業で品質工学の講演や技術指導をしてきました
が、始めて聞かれる皆さんにはどのように今の仕事に役立たせたら
いいか戸惑っているのですが、４，５ヶ月指導した企業では如何に
今までの仕事のやり方がいい加減で目的の無い決まりきった仕事し
かやっていなかったのだという反省が出てきて、テーマの内容が一
段と進歩してきました。
教育や研修などいくらやってもお遊びに過ぎないのです。知識や見
識程度ではモノになりませんね。胆識までもっていかないと周りや
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上司を巻き込んだ仕事にはならないですね。その点、TomUiさんを
尊敬しているのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1973．大会テーマを振り返って  

名前：Kazz @管理人    日付：6月27日(火) 10時42分

今回の大会のテーマがパラダイムの変換を狙って、社会的損失を如何に減ら
すかが課題であったが、厳しい見方をすれば全く期待外れであった。
品質工学の本質は目に見えない社会的損失の最小化のために、常識的には困
難な技術課題の目標を設定して挑戦することにあるはずである。
ところが、機能性の評価やパラメータ設計は形の上では行っているが、社会
的損失に対してどれだけ貢献したのか具体的な値が示されたものが皆無であ
る。市場でこれだけトラブルが続出している現在であるから、もっと積極的
に挑戦して欲しいのである。これは技術者の責任ではなく、技術責任者が役
割と責任を果たしていないからである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1974．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Shin@ASI USA    日付：6月28日(水) 3時11分

確かに問題です。
最近ではシックスシグマの仕組みの中でＤＦＳＳや品質工学のテー
マ選択の祭に、プロジェクトの効果を＄で推定するという場面があ
ります。額が大きいほど重要なテーマとして、選択されて、実行に
入ります。これは欧米の特に米国の経営者にはわかりやすいため、
よくやられているのですが、コスト・アボイダンス(Avoidance)をど
う評価するかでもめるのです。特に中期・長期の効果を説得するの
が難しいのです。日本の人はなんでそこまでと思うことでしょう
が、例えば様々な問題を未然防止できたところで、それをどう評価
するかです。ちょっと古い話ですが、フォードの車の Explore という
SUVで Firestone のタイヤが高速で破裂して十何人かが亡くなり、結
局とんでもない額の補償金が支払われました。高温・磨耗後・低空
気圧のノイズ条件で接着が剥がれたのです。設計変更して、機能性
の評価（Robust Assessment)ができていなかったのです。この問題は
ロバストネスのアセスメントが出来ていれば防げたのです。そのた
めにはアセスメントのための理想機能とノイズをうまく定義するこ
とは重要ですが、もっと重要なのはロバストネスの最適化、少なく
ともロバストネスのアセスメントをするということです。この場
合、いわゆる普通のライフテスト等のバリデーションで未然防止で
きたかどうかを知りたいところです。トヨタの未然防止のためのバ
リデーションであるDRBFM(Design Review Based on Failure Mode)な
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ら防げたのでしょうか？　そして未然防止した祭の効果金額は？ 効
果金額を評価すること自体はナンセンスでしょうか？　個人的には 
ｙ＝接着強度の損失関数というのが一番いいと思います。テーマの
選択時に損失関数を使うというのが最良と思いますが、なかなか企
業は損失関数を重く見てくれません。　長くなりましたが、管理人
や皆さん、どう思われますか？ 
http://www.asiusa.com 

1975．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：6月28日(水) 12時44分

Shinさん
いつも貴重な発言感謝します。
Assessment（評価）とValidation（確認保証）の話は参考になりま
す。品質工学では前者が目的で未然防止を考えていますが、確認は
あまり意識しないですね。最近の社会トラブルの多くはシステム選
択段階で安全設計のvalidationが全くやられていなかったことが問題
ですね。安全設計は安全率を考える場合損失関数が必要ですが、日
本ではＪＩＳでは「規格値の決め方」が決められていても殆ど使わ
れていません。システム選択の段階で市場に出てからのトラブルを
予測して最悪の場合の機能限界と損失金額から規格を決めることが
大切で、規格を満足しない場合は、技術開発でばらつきをSN比で改
善することが大切なのです。
システムの機能性評価やパラメータ設計が行われた後で、許容差設
計で生産者コストと消費者の損失コストのバランスを考えてトラブ
ルの大きさを確認することが大切です。当然ここでもトラブルが起
きたときの被害が最小になるようなシステムの安全設計を行うこと
が必要になります。最近のエレベータ事故の場合でも、ブレーキの
機能性評価は必要ですが最悪の場合を考えて安全設計やフィード
バック制御が大切になるのです。損失関数が企業の中で戦略的に活
用されることが今後の課題ですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1976．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：6月28日(水) 15時45分

Shinさん
>トヨタの未然防止のためのバリデーションであるDRBFM(Design 
Review Based on Failure Mode)なら防げたのでしょうか？

私が大会講演で申し上げた「失敗学に学べ」や「ＰＤＣＡを廻して
再発防止を行う」は参考にはなるが根本的な未然防止の対策にはな
らないということですね。世の中ではトラブルを起こしてからしか
動かないのですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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1977．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Shin@ASI USA    日付：6月28日(水) 21時55分

トヨタの哲学は「失敗して学べ」と理解しています。元トヨタ・九
州大学、現ＧＭの吉村達彦氏の哲学は「問題が起きたら問題を起こ
した技術者自身が解決（火消し）をし、再発防止までキチンとして
いくことが度重なって技術者として一流になっていく。」こうした
ことで DFRBFM による未然防止がうまく使いこなせる実力が着くい
ていくという意見です。私は基本的にこれに賛成します。（原さん
は異論があるかもしれませんが）ちなみにＧＭ・フォード・クライ
スラー・現代起亜社には火消しのグループがいて、火消しをするの
は彼らです。米国や韓国はそのレベルです。私は吉村氏に賛成なの
ですが、一つ足しておかなければならないのが、品質工学の役割で
す。

品質工学のアセスメント（機能性評価）でＳＮ比が良ければ、バリ
デートしたとは言い切れないと考えます。田口玄一も最終的に品質
保証が責任をもって見落としているトラブルや、問題の芽がないか
を確認するべきだと言っています。ここで重要なのはＳＮ比が良け
ればバリデートする確立が高くなるという事実です。やはり企業は
パラメータ設計でロバストネスの最適化をするべきです。最適化を
する余裕がないと言うのならアセスメントをすることは必要条件と
考えます。　特に自動車のようなインテグレーションの産物はこの
ことが重要なのでしょう。 
http://www.asiusa.com 

1978．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：6月28日(水) 22時21分

Shinさん

>DFRBFM による未然防止がうまく使いこなせる実力が着くいていく
という意見です。私は基本的にこれに賛成します。（原さんは異論
があるかもしれませんが）

私も品質工学を知らなかった時代は失敗の連続でしたから温故知新
で失敗から学ぶことは大切だと思っていましたが、日本のロケット
打上げのように科学的思考だけで開発して試験や検査だけでヴァリ
デートするやり方は時代遅れだといっているだけです。機能性の評
価のようなアセスメントを伴わないヴァリデーションがなければ品
質保証は難しいですね。アメリカの認証機関は何を証拠にヴァリデ
ーションしているのでしょうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1979．Re: 大会テーマを振り返って
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品質工学特集

名前：Kazz @管理人    日付：6月29日(木) 6時4分

Shinさん
トヨタでも以前は「ＳＱＣルネッサンス」とか多変量解析など過去
の失敗データを活用することを強調されていた時代がありました
ね。
先日も大会で招聘した経済産業省の審議官が私に日本はまだ「プロ
ジェクトＸが必要なんですよ」といっていました。昨日もＴＶで大
阪の中小企業が世界一の印刷技術を開発したと発表がありました。
この印刷は曲面に印刷でき従来の線幅の何十分の一の線幅まで印刷
できるということです。そのためには数え切れないゴム系の材料を
試作して成功したといっていました。このような技術開発には品質
工学を使って効率よくやったというのでなくとにかくやってみると
いう汗と涙の物語でシステム選択をやっった結果の産物です。この
ような開発には品質工学は無力だといいたいのでしょうか、私も
過っては世界一早いカウンタとか、世界一小さい歯車とか開発した
経験があるのですが、機能性の評価やパラメータ設計を使っていた
らもっと効率的に開発できたと反省しています。　　　　 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1991．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：7月6日(木) 12時1分

機能性評価によるアセスメントと品質保証のヴァリデーションにつ
いては別に取り上げているが、今回の大会でヴァリデーションを損
失関数を用いた経済的評価で開発期間の短縮や品質損失の改善効果
を挙げた事例が数件にも満たないのが残念である。

その中でも実行委員長賞を受賞したアルプス電気のテーマの中で
「Ｓｉ異法性ウエットエッティング条件の最適化」の技術開発では
初期条件と最適条件で品質損失が1/29に改善されたと報告されてい
る。
技術者が技術開発段階で機能限界やそれを越えたときの損失から損
失関数を用いて経済的効果を知ることは大変意義があることであ
る。
機能性評価でSN比による利得の改善に終わらず、使用状態における
品質損失の大きさを評価することは、生産コストの改善に繋がるこ
とで、社会的生産性の向上を意識したことになる。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2003．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：7月9日(日) 8時2分
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品質工学特集

昨日は「大会を振り返って」について関係役員の方が集まって反省
会を行いました。
詳細は品質工学誌で紹介されますのでご覧ください。
会告としてお詫びの言葉を載せますが、田口先生のご病状がはっき
りしないまま大会を迎えることになり、パンフレットには先生の特
別講演「情報システムの設計ーT法の活用ー」を載せたまま大会に
入ってしまいましたので、先生のご講演を期待して参加された皆様
にはご迷惑をかけたことをお詫びします。先生は出たいということ
で頑張っておられたようですがこのような事態になりましたことを
心からお詫び申し上げます。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2004．Re: 大会テーマを振り返って
名前：Kazz @管理人    日付：7月9日(日) 11時7分

今回私が田口先生に代理講演で「社会トラブルを品質工学で斬る」
と偉そうな話をしましたが、トラブルを起こした企業を悲嘆するた
めではなかったのです。家内の戒めに背いて「謙虚でない」という
方もあると思いますが、問題を起こさない企業でも他人事で無いと
いうことを申し上げたかったからです。
昨日の反省会でも、ある役員から「原さんが石油暖房機でガスが漏
れないように設計していたら自動車は戦車のようにしなければなら
ない。」という発言があったのです。どうも私の真意が通じていな
いと思いました。
最近の商品を使って見て分かることは、システムの選択が間違って
いるものが多いのです。信頼性は勿論ですが、安全性を考えていな
いのです。松下電工のドライヤーは電流ヒューズと熱センサーの二
つが入っているのです。僅か２０００円の商品に１００円を超える
安全装置が入っているのです。私が言いたかったのは技術責任者の
マネジメント戦略は勿論ですが、システム選択で技術者が損失関数
を用いた「規格の決め方」や安全設計を重視して欲しいことを申し
上げたかったのです。
LR脱線事故やエレベータや耐震設計問題など品質工学的に考えれば
起こらない事故だと申し上げたかったのですが誤解があったとすれ
ば残念です。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1981．Assessment（評価）とValidation（認証）  

名前：Kazz @管理人    日付：6月30日(金) 10時22分
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従来設計においても「設計検証（Design Reviw)」などの考え方で設計の正
しさの評価がされてきたが、科学的なレスポンスの研究が殆どであったよう
に思う。安全性や信頼性の検証にしても考え方は科学的な根拠を求めるもの
であった。品質工学では「試験レス」で機能性の評価をやることが設計検証
に繋がると考えられてきた。現状では納得させるだけの根拠がなくあまり信
用されていない。これを実証することは市場に出てからのトラブルの実態把
握でしか証明できないのである。田口玄一は設計で考えていないこと以外で
市場におけるトラブルを保証するのが品質保証の役割だといわれている。薬
品の場合には人間以外の動物で確認して効用と副作用の両面から確認すれば
よいが、一般商品の場合には考えられない使い方など意地悪テストで保証す
るしかないのが現状である。そこに機能性評価の限界があると思う。最近の
社会的トラブルを見ていたとき、機能性評価だけでは未然防止できない問題
があることを思い知らされたのである。それを考えるには損失関数を用いた
「安全設計」をシステム選択段階で考えることが大切だと考えている。それ
だけにValidationの問題は難しいのである。
皆さんのご意見をお聞かせいただきたい。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1982．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
名前：Kazz @管理人    日付：7月2日(日) 21時31分

機能性の評価や改善は絶対的な尺度でないため、市場に出てからの
品質（信頼性と安全性）を絶対に保証するものではない。品質工学
で考えているヴァリデートは過去に品質が分かっている商品のSN比
や感度の変化率の比較で相対的に評価するしかないのである。
社会的損失を減らすにはパラメータ設計で損失関数の機能限界を広
げるか、SN比を上げて市場のばらつきを改善するか、安全設計で機
能限界を超えたときの損失を小さくするかで、品質損失の最小化の
相対比較でヴァリデートするしかないのである。少なくとも製品の
「出荷規格」を決めるときには「機能限界（顧客の許容限界）」か
ら求めた安全率で規格値を決めることが大切である。（ＪＩＳ規格
値の決め方通則）
しかし、このことが理解できるのは品質工学を理解したものだけで
あるから世間一般には簡単には受け入れてもらえないのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1983．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
名前：TomUi    日付：7月4日(火) 17時59分
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品質工学特集

　東北品質工学研究会のTomUiです。日ごろから機能性評価の奥の
深さを感じています。また、2006年10月20日(金)に仙台にて第2回
目の「機能性評価祭り」を開催することもあり、余計に機能性評価
について関心を持つようになってきました。
　祭りでは機能性評価についてのパネルディスカッションも計画さ
れています。参加者には初心者も多いため、AssessmentとValidation
について議論するのは少し無理があるかなと思い、まずは、Kazz先
生の掲示板に意見を述べようと思った次第です。
　Validationは、最後の最後には必要というのが私の意見です。
　我々の実力が不十分なため、開発製品を機能性で評価したとして
も安心して世の中に出せるだけの自信がないのが一番の理由です。
　ただ、最後の最後にValidationを行うにしても、そこに至るまでは
テストピースやCAEを使って基本機能（うまいアイデアがないときは
目的機能）を定義してSN比で手間をかけないようにして最適化をし
ていく。過去の製品、あるいは競合品に品質面、コスト面で十分勝
てるロバストネスが確保できてからValidationを行う。そこでの
Validationもただ全てのスペックについて入っているかどうかを
チェックするというだけではなく、SN比の考え方を入れたValidation
を行う。Kazz先生もおっしゃっていますが、過去の品質に関しての
十分な情報を入手してValidationの計画に活かすことは大事なことだ
と思います。 

1984．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
名前：Kazz @管理人    日付：7月4日(火) 18時57分

TomUiさん
大会の反省で発言しましたように、機能性の評価だけに終わったア
セスメントで本当にヴァリデートできるのかが課題だと考えていま
す。
SN比の考え方を入れたヴァリデーションは過去の問題がなかったも
のや競合品などとの相対比較で十分かどうかは疑問が残りますが、
今のところそれしかないということです。確認実験による利得の再
現性は目安にはなりますが説得力に欠けるものです。
機能性評価祭りも結構ですが、損失関数を活用した許容差設計（規
格の決め方を含めた）や安全設計まで一気通貫で品質保証を含めた
ヴァリデーションまで語って欲しいというのがお願いなのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1985．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
名前：TomUi    日付：7月4日(火) 19時31分
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Kazz先生。
先生のコメントを読んでときとして我々は目的は何かということを
忘れてしまう危険をはらんでいるように感じました。ありがとうご
ざいます。
　社会へ与える損失に真っ向から立ち向かうとなると機能性評価だ
けにこだわるのは効率が悪いですね。機能性評価を極めていくと言
うのはそれはそれで重要ですが、田口先生が言われる生産性を高め
る（品質とコストの総和を減らす）には、もっと広い視野でみる必
要があります。
　そのような研究（来年の研究で発表できるような研究）ができな
いか考えたり、社内や研究会で議論してみたいと思います。 

1986．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
名前：Tetsu    日付：7月4日(火) 19時35分

東北品質工学研究会のTetsuです。久しぶりに議論に参加させていた
だきます。

設計完了段階の最後の最後のValidationなしに機能性評価だけで認証
とするのは危険と思います。ベンチマークを利用した機能性評価で
重要な機能に関連した品質の判断は可能と思いますが、基本機能に
関係ない部分でのミスの類となると機能性評価ではどうにもなりま
せん。

ただし、これは最後の最後のValidationで仮に不具合が見つかったと
しても、大きな損益インパクトなしに設計修正可能であることが前
提ではないかと思います。逆のケースとして、あってはならない話
ですが、技術の素性に問題がある製品が、見える品質問題が潜在化
されたまま、下流の製品化段階まで移管されてしまい、最終的に機
能性評価でしか問題を顕在化できないというケースも検討する価値
があると感じます。

従来にない新規技術を適用した製品ではこの可能性を否定できない
と思うのです。さらに言えば新規技術開発の初期段階で厳しい機能
性評価を使って、技術の筋の良し悪しをできるだけ早く判断してし
まう。と同時にできるだけ多くのシステムを考案して、基本機能で
素早く最適化してしまう。これが、ＱＥ流の新技術開発かなと思っ
ています

もちろんシステム選択　パラメータ設計　許容差設計まで含めたト
ータルな開発プロセスの革新が最終目標ですが、先ずはその骨格と
なる機能性評価に的を絞って東北での品質工学普及に貢献したいと
考えております。 

1987．Re: Assessment（評価）とValidation（認証）
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名前：Kazz @管理人    日付：7月4日(火) 20時55分

最近の社会トラブルを見ていると、システム選択段階で安全設計を
殆ど考えていないのです。TomUiさんも気が付かれたと思います
が、機能性の評価と改善はSN比の問題であって、ばらつきを小さく
することは出来ますが、トラブルが起きたときの社会的損失は金額
的に評価していないのです。目的機能を満足するシステムの選択で
は損失関数で市場に与えるトラブル損失の大きさを金額的に行って
最適なシステムを選んでからパラメータ設計に移行することが大切
だと考えています。最近起こったＪＲ脱線事故やエレベータや回転
ドアや防火シャッターの死亡事故でもこのことが検討されていたと
は思えないのです。
これは技術者の問題ではなく、技術責任者の責任問題だと思いま
す。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1971．品質工学に対する世間の「評価」  

名前：Kazz @管理人    日付：6月25日(日) 10時1分

世の中で技術成果や経営成果が出たときに品質工学が表に出たケースは極め
てまれである。問題が起きないことは当たり前であるから開発期間が短縮し
たり市場でトラブルが出なかったことは評価の対象にはならないことなので
ある。人間の健康だって同じことが言える。最近、外部の指導者が経営成果
が出なかったという理由で「報酬ゼロ」と判断されて裁判沙汰になっている
例があるが、品質工学の成果は工程の品質が改善された場合は評価される
が、市場品質の向上はトラブルが起きないことで評価されるしかないのであ
る。（縁の下の力持ちか？）
　このことを保証するために、品質工学で大切なことは加法性の高い「機能
性評価」を考えることである。上記の裁判沙汰の場合は「望大特性」で改善
することを指導したのである。これは最悪の評価である。接着力を向上した
いことが目的であれば、最悪の場合でも「望目特性」でばらつきを改善して
から、感度調整で接着力を上げる手段を考えることが大切である。望大特性
を使ったということは「生データの平均値」だけの評価と同じなのである。
品質工学を使った意味がないのである。
確かに1970年代は望大特性や望小特性の評価全盛時代であったので名残が
残っているのだと思う。望大機能や望小機能の感度で機能窓拡大評価を行う
など活用範囲は沢山あるが、静特性の部分最適は止めるべきである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1972．Re: 品質工学に対する世間の「評価」
名前：Kazz @管理人    日付：6月26日(月) 9時4分
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奥歯に物が挟まったような話をしたが、実は裁判の原因は覚書書は
あったが正式な契約書がなかったことである。外部指導者が企業の
指導をするときには契約書を取り交わすのが、その中に指導料を記
入することが普通であるが、この事件では指導料が取り交わされて
いなかったのである。しかも、品質工学の成果と経営成果が同一視
された事件である。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1964．CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて  

名前：中野一志    日付：6月19日(月) 19時20分

Size: 4KB  

Ｋａｚｚ先生、まずは大会の成功おめでとうございます。残念ながら私は一
日目しか参加出来なかったのですがMT法の事例を中心に拝見させてもらい
大変参考になりました。画像検査への応用を目指して勉強中です。さて今
回、掲示板での質問はCAEを使った場合の誤差因子の割り付けについてで
す。私は以前に加熱炉の最適化をCAEで行ったのですがこの時はノイズに加
熱対象物の測定場所をとりました。全面均一な温度がほしいというとが目的
だったのですがその時先生に普通は制御因子の前後数%にふるのが一般的だ
よと教えられたのですが突っ込んで聞かなかったため今回質問することにな
りました。今回の内容は同じ部門の同僚から質問を受けた内容です。同僚は
大会2日目の成形のテーマを見たのですが誤差因子の割り付けが解らないと
の質問でした。私も品質工学をかじっているので全く検討が付かないわけで
はないのですが自信が有りません。ご指導願います。まず一つめの質問です
が調合誤差因子の場合、制御因子の水準に対して－数％＋数％としています
がこの場合は調合ですから結果がどういう傾向になるか解ってN1,N2にまと
めるということでよいでしょうか?
もう一つ外側直交表に割り付ける場合は添付資料の様な割り付けで良いので
しょうか?ご指導よろしくお願いいたします。 

1965．Re: CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて
名前：Kazz @管理人    日付：6月19日(月) 21時31分
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品質工学特集

中野さん
大会に参加されていたのですね。いろいろと勉強になったでしょ
う。
さて質問に対する回答ですが、シミュレーションの場合のノイズは
Ｎ１とＮ２に調合する方がよいですね。その場合、ノイズの傾向
（正側と負側の最悪条件）が分からない場合には、Ｌ１２の直交表
に２水準のノイズを割り付けて傾向を見ればよいのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1967．Re: CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて
名前：中野一志    日付：6月20日(火) 13時40分

たびたび済みません、L12で事前に誤差因子の傾向をみてから調合を
した方が良いというアドバイスですね、良く理解出来ましたありが
とうございます。
くどくど質問して申し訳ありませんがもう一つ教えてください。大
会の冊子P219,下から7行目の「外側直交表に割り付けることもあ
る」と言うこの方法も念のため教えてください。前回の質問の時に
添付した実験計画になるのでしょうか? 間違っているでしょうか?傾
向がなくなり相殺されるようにも思えるのですが?
よろしくお願いいたします。
(添付の資料はLZH形式で圧縮しています。) 

1968．Re: CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて
名前：Kazz @管理人    日付：6月21日(水) 9時43分

中野さん
ノイズを調合せずに外側に割り付けても構いません。その場合には
計算時間が多少問題になるだけで調合した場合と同じような結果に
なると思います。ノイズの影響の効果を調べるなら別ですが、SN比
を求めるだけなら調合した方がよいでしょう。両方で確認して見て
ください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1969．Re: CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて
名前：Kazz @管理人    日付：6月21日(水) 9時50分

先ほど言い忘れましたが、外側に割り付ける場合でもノイズは３水
準取る必要はありませんから、Ｌ１２で２水準でよいのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1970．Re: CAEを使った場合の誤差因子の割り付けについて
名前：Kazz @管理人    日付：6月21日(水) 10時1分
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品質工学特集

中野さん
先ほどメールで、ノイズを調合した具体例（シミュレーションによ
る磁気駆動機構の最適化）を送りました。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1946．大会実行委員長賞について  

名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 11時33分

品質工学研究発表大会では当日賞として金賞，銀賞、大会実行委員長賞の三
賞が授与されますが、大会実行委員長賞だけは実行委員長個人の判断で決め
ることが出来る賞です。
今回受賞された宇井さんはアルプス電気で長年タグチメソッドの普及活動で
経営に大きな影響を及ぼしたということで授与したものです。今回の大会で
も１１件のテーマ発表をするなど毎年素晴らしい発表を行って、大会を盛り
上げていただいています。オフラインからオンラインに到る広い範囲で機能
性の評価やパラメータ設計やＭＴ法などの活用は「ほんまもん」でアメリカ
でも高く評価されています。トップや周りの技術者を巻き込んで実施してい
る姿は、知識、見識を超えた胆識の世界です。このような指導者が各企業で
も生まれることを期待しています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1950．Re: 大会実行委員長賞について
名前：宇井友成    日付：6月17日(土) 13時13分

アルプス電気の宇井です。
この度は栄えある大会実行委員長賞をいただき大変ありがとうござ
いました。大変、光栄に感じております。
私は、２０００年の大会で「スタタパルト教材」に関しての発表
し、それ以降は事例サポートに回り自らの発表はありませんでし
た。大会で発表することのメリットは推進スタッフとして感じてい
ましたのでさらに発表件数を増やすための工夫をしました。それ
は、テーマ決定を早めることでした。従来は１１月になるとテーマ
募集をしたのですが、昨年は７月にはテーマ募集を始め、１１月ま
でには社内論文を完成させることを目標としました。私自身も率先
垂範の意味で、また、推進について整理してみようという意味でテ
ーマ登録し今回の発表に至った次第です。
発表後の質疑応答、そして、午後のパネルディスカッションも参考
になりましたが、それ以上に役に立ったのは発表に至るまでの議論
や、多くの人からのアドバイスでした。色々と気づかされたことが
ありました。
　授賞式では私が代表して登壇しましたが、それぞれの拠点で日ご
ろから地道に推進に取り組んできた推進スタッフの総力によるもの
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品質工学特集

での受賞だとつくづく感じます。品質工学の普及には推進側のチー
ムワークが大事だと思います。
　当社での品質工学展開については田口伸さんからも高く評価され
今年のＡＳＩシンポジウムで発表することになりました。日本での
品質工学推進者の代表として思う存分話してきたいと思います。
　現在、当社での展開は比較的順調だと感じています。しかし、品
質工学は人についたものであり、現在推進している人たちの業務が
変わったり、退職したりすることで低迷状態に陥るという危機感は
常にもっています。そのような将来のノイズに対してロバストな推
進体制になるよう推進スタッフ一丸となってさらに頑張っていきた
いと思います。 

1952．Re: 大会実行委員長賞について
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 14時38分

宇井さん
今回の受賞おめでとうございます。長年の努力が評価されたものと
考えてください。今回の受賞は私一人だけでなく、役員の皆さんも
賛成してくれましたのでほんまもんです。
アメリカのＡＳＩでの発表が成功することを祈っています。
貴方が心配されているように、トップが替わったりすると否定され
たり消滅した企業の事例を見ると安心できませんが、常に上司を巻
き込む努力を怠らなければ心配する必要はないと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1962．Re: 大会実行委員長賞について
名前：Kazz @管理人    日付：6月18日(日) 14時48分

品質工学会ホームページに大会の金賞、銀賞３件と大会実行委員長
賞の
紹介が載りましたのでご確認ください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1963．Re: 大会実行委員長賞について
名前：宇井友成    日付：6月18日(日) 16時50分

原先生
教えていただきありがとうございます。QESホームページを確認しま
した。
休日にも関わらず広報部会の方に対応していただき感謝しておりま
す。ありがとうございます。 

1966．大会実行委員長賞の授与式と特別講演の写真
名前：Kazz @管理人    日付：6月19日(月) 21時35分
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品質工学特集

  

 

大会実行委員長賞を授与したときの写真と
特別講演の写真を公開します。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1939．大会について日刊工業新聞社の紹介  

名前：Kazz @管理人    日付：6月10日(土) 18時6分
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品質工学特集

第14回品質工学研究発表大会が6月15日と16日の二日間開催されますが
私は二日目の最後に田口先生の代理で講演します。内容はホームページ
の講演のところにありますのでご覧になってください。
テーマは「社会トラブルを品質工学で斬る」としました。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1940．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月11日(日) 23時52分

 

　　　　　　　　　社会トラブルを品質工学で斬る
　　　　　　－地球規模の社会的損失の最小化を考える－

■モノづくり大国の限界が見えてきた
•JRの脱線事故は何故防げなかったのか
•石油暖房機のガス漏れは何故起きたのか
•自動車の衝突事故は何故減らないのか
•航空機の安全設計は問題ないのか
•建物の耐震構造設計はどうすればよいか
•回転ドアやエレベータや防火シャッターの死亡事故は何故起こった
のか
■高度な技術の発達の落とし穴
•列車の高性能化と脆弱な安全設計
•高精度の地震計や通信網が発達したが、震災で多くの犠牲が出るの
は何故か。
•医療技術が発達したが、医療ミスはなくならない。
•貴方の「専門は何ですか」は役に立たない。
•縦割りの分割化・細分化社会の弊害
•「何のため」「誰のため」の目的意識の低下
•「絶対的な思い込み」は１００％仮説に過ぎない
• 「顧客の立場」より「企業の立場」のものつくり体制
■技術責任者の役割と責任－技術戦略の確立－
•「社会的損失」の最小化
•「先行性、汎用性、再現性」の高い技術開発
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品質工学特集

•「製品設計」は蓄積技術の「編集設計」
•「再発防止」から「未然防止」の開発体制へ
•「局所最適」から「大局最適」へ
•「固有技術」と「評価技術（信頼性設計と安全設計）」は車の両輪
■技術者はサラリーマンではない
•技術者は科学者ではない
•「あるべき姿」を考える技術者であれ
•システムを創造できるπ型技術者になれ
•「ノイズに強い」技術者であれ
•「やり直しをせず」成果を出す技術者であれ　
•「試作レス・試験レス」の技術者であれ
•「コストに強い」技術者であれ
•「胆職」のある技術者であれ
■石油暖房機のガス漏れ事故
•一酸化炭素などのガス漏れが起きないような「信頼性設計」と「安
全設計」を行うことが大切で、最悪条件でも劣化などで亀裂が入る
ようなゴムホースなどを使うことが間違っている。
•安全設計とは「部品の信頼性に頼るのでなく、事故が起きたとき被
害が最小になるようにすることである」と定義している。
■JR脱線事故は何故起きたか
•安全装置費用と損失費用のバランスを考えていなかった。事故後1
年のATSの設置率は４３％である。
•制限速度は脱線の機能限界から決められていない
•制限速度を超えたときに運転士の判断に任されていた。自動制御が
働いていない。
■「耐震設計」はどうあるべきか
•ロバストネス（頑健性）と破壊強度は別問題
•耐震構造は機能限界（震度Xの破壊強度）から求めた安全率で基準
値や規格を決めるべきで、鉄筋量だけでは決まらない
•「弾性設計」でなく「塑性設計」が基本
•「震設計は振幅や振動数や瞬間加速度はノイズで「粘弾性ロバスト
設計」を行う
•行政は基準値や規格を決めるのではなく、「規格の決め方」を決め
るべきである
■地震や病気の予測精度は
•過去のデータからの科学的な回帰式は当てはめであって、何時間前
の予測には役立たない。
•地震予測は正常状態の単位空間のデータからSN比と感度で、地震の
大きさと発生時間を推定する「予測精度」を高めることが問題であ
る。
■エレベータや防火シャッターの安全対策は
•信頼性設計でブレーキ摩擦板のロバスト設計や自動制御システムの
安定設計に問題はなかったのか？
•安全設計で機能限界を考えた規格値が決められていたか？
•日頃のメインテナンスで最適な診断間隔と調整限界が決められてい
たか？ 
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http://kaz727.cool.ne.jp 

1944．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 9時34分

昨日大会が盛会裏に終わりました。参加者は１２２０名（昨年１１
８０名）研究発表テーマ１２７件と過去最高の大会でした。
田口先生の元気なお姿が見られなかったのがまことに残念でした
が、熱気に包まれて感激しました。実行委員の皆様はじめ学会関係
者のご努力に感謝申し上げます。不十分でしたが実行委員長として
の責任が果たせたてたことでほっとしています。皆様のご批判やご
意見をを戴き来年の大会に活かす積りです。
今回は第１回の田口賞がマツダ㈱技術本部に授与されたことと、発
表テーマに金賞、銀賞３件が決定し、大会実行委員長賞はアルプス
電気㈱の宇井友成さんにお贈りしました。金賞、銀賞の詳細は学会
ホームページに載せますのでご覧いただきたいと思います。
来年の大会は７月８日９日の二日間今回と同じ会場「きゅうりあ
ん」で開催されますのでご参加されることをお願いしておきます。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1947．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：のっぽ    日付：6月17日(土) 12時16分

　Kazz先生　昨日の大会では、ご希望に添えず、申し訳ありません
でした。
　社会トラブルを斬る、というテーマで議論したいということでし
た。しかし最初の問題提起の段階で、Kazz先生がほとんど結論を
言っていましたので、同じようなことを繰り返しても進展がないだ
ろうと思い違うことを言わせてもらいました。Kazz先生のシナリオ
を乱す結果になってしまい、すみません。
　指摘されたような社会トラブルに対する考え方は、大なり小なり
皆が考えていることだと思います。トラブルを起こした人も、トラ
ブルを出したかったわけではないはず。良かれと思ってしたこと
が、結果的にトラブルにつながっているのです。
　だから、駄目だ駄目だとばかり言っても反発するだけと思うので
す。企業内で品質問題や開発方法について議論していても、同じよ
うな経験があります。相手の人に「真剣に考えてもらう」には、相
手を否定するところから入っては駄目だと思うのです。
　品質を良くしたい、トラブルをなくしたいという共通の目的を確
認しつつ、考え方の盲点に気付いてもらうように導くことが必要で
しょう。そこで、題材として設計の外部委託の問題を提起したので
す。外部委託とは作業を委託することであり、設計思想や責任はあ
くまでも自分たちにあるはずです。ですから、この問題を追及する
と、技術者の責任が浮き彫りになり設計の本質はどうあるべきかが
見えてくると思ったのです。
　現在のように、スペックに対する合否判定しかしていない、つま
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り設計という作業をこなすだけでは本当の設計をしたことにならな
いという点に気付かなければ、社会トラブルから技術者の責任へい
たる議論は納得してもらえないでしょう。
　現場で一番困っている課題は何か。経営者が困っている問題は、
人を投入しても開発期間を費やしても、リコールはなくならない。
なにかが狂っている、何かをしなければならないということでしょ
う。
　そのときに、いきなり「こうやらないから、駄目なんだ」と一喝
しても生み出す結果は反発だけ。駄目になるメカニズムを解きほぐ
す解析が必要でありその解析結果から、対策の方向も見えてくるは
ずです。そうすれば、相手も納得してくれると思います。
　田口先生の言っていることは、「達人の人には、当たり前のこ
と」なのですから、当たり前に考えられるように状況を解きほぐす
ことが肝要だと思います。現在の品質工学会は、現状を当たり前に
解きほぐすというこのステップを飛ばしていると思います。だか
ら、説明すれど説明すれど分かってくれないという状況になるので
しょう。
　 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

1948．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：権兵衛    日付：6月17日(土) 12時45分
のっぽさん
大会のお勤め、お疲れ様でした。
やっと現場サイドの本音が現れました。
ありがとうございます。
今の技術者は、千差万別のお客の声（クレーム)、言わば誤差因
子の最適化に苦慮しております。
しかし、これが会社では「拙い」とは言えないのです。
これを否定すると言うことは、会社の人事評価法を否定するこ
とになります。「品質工学を行う人は出世を考えるな」と言われ
ていますが、皆人の子で家庭がある場合は、妻子を養っていかな
ければならないのです。
真実を言ってホームレスになった場合、誰が保証するのでしょう
か。我々は、イエス・キリストではないのです。
話が飛躍し、申し訳ございません。 

1949．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 13時8分
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のっぽさん
貴方の言われることは尤もなご発言だと思います。
皆、人の子であって神様でないのですから、トラブルを起こした人
や企業を批判しても始まらないことは最初に申し上げたでしょう。
肝心の所を聞かれていなかったのですね。批判しているように受け
取られたら私の至らなさだとおしかり戴いても甘んじて受けます。
そのために他人事と考えずに貴方ならどうされますかとお聞きした
積りです。会場にはトラブルを起こした企業も来ておられたと思い
ますが、大部分は他人事としか聞いておられないようでは話した意
味がなかったのです。貴方が言われるように改革とか革命など一朝
一夕に出来るものではないのですから、相手の立場も考えて褒めて
やったり叱ったりして育てていくしかないのです。貴方方は企業で
苦しんでいるわけですから、ＤＮＡを変えるには大変な努力が必要
だということは骨身にしみているのだと思います。学会としてはど
うするかですが、従来の考え方と異なった視点であるべき姿やあり
たい姿を示して判断は企業の皆さんに任せればよいと思います。物
分りがよく妥協したことを示すことはマイナスになると思います。
田口の考え方が全てではなく仮説の一つに過ぎないと考えておくこ
とも大切なことです。私が従来のようなＰＤＣＡを廻して再発防止
をやることや、失敗に学ぶことは意味がないというように捉えた人
があるようですが、私はそのようなことは言っていません。人間は
思い込みや自分で分かっている範囲でしか判断しないのが普通です
から仕方がないことです。以前、Ｉ氏（学会の会長）とも議論した
ことがありますが、学会内部でも考え方に違いがあるのです。私は
誤解を受ける人間のようです。時間をかけて対話すれば理解しても
らえるはずですが言い訳ですかね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1951．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 14時22分

権兵衛さん
貴方とのっぽさんでは次元が違います。ごめんなさい。
理由はどうあれ大会にも参加せず影で批判する態度には賛成できま
せん。貴方だって学会で表彰された方ですから前向きに対処される
ことが男らしい態度と思いますがいかがでしょうか。貴方は知識見
識が高いことは認めますが、胆識に達するには時間がかかりそうで
す。
品質管理の全てを批判することは賛成できませんが、品質工学の考
え方や手法とは全く次元が違う面があるのですから、目的的に考え
てどちらが効率的か考えて行動して欲しいのです。田口メソッドは
仮説に過ぎないのですから、今後も変化をしていくでしょうが、本
質は変わらないのです。企業の中で無駄な努力をされている方を診
られたら、相手が納得するまで根気強く指導されることを期待して
います。アルプス電気の宇井さんのやり方は参考になりますね。
貴方とは何の利害関係もないのですが、私も個性の強い人間ですか
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ら余分なことを申し上げたと思いますが許してください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1953．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：のっぽ    日付：6月17日(土) 15時2分

Kazz先生
　言葉が多すぎると、肝心なことが伝わりません。批判しても仕方
ないとひと言は言っても、その後に延々と否定のことばが続くと、
全体の印象は否定や批判に感じます。肝心な言葉は聴いていても、
受け取る結論は違ってしまいます。それは、聞く人の責任でしょう
か。
　
　社会トラブルに関してどうしますか、と聞かれても、当事者でな
ければ具体的には答えられないでしょう。もし品質工学的な観点
で、あの場合はこうすべきだったと言っても、当事者は絶対に納得
しないでしょう。あのような質問のされ方は、質問というより糾弾
されている感じがします。矢野先生の話も、そういう雰囲気があり
ましたね。「何故予約しないのだ。予約してない学会員は、もぐり
だ」と言わんばかりでした。
　公開の場で議論するなら、何故そういう問題が発生するのか、そ
のメカニズムや背景を明らかにすることに視点をおいた方がいいの
ではないでしょうか。
　革命は、多くの人が現状に課題を明確に意識したときに起きま
す。現状の課題が、明確になっていないと思うのです。問題を解決
したかったら、問題に注目するな。社会システムや企業システムの
機能そのものをきちんと議論し、課題を明確な言葉で示すことから
はじめた方がいいと思うのです。
　品質工学がなかなか普及しない問題は、やり方が難しいからでは
なく必要性が明確でないからだと思うのです。漠然とした必要性し
か感じていないのでしょう。口をすっぱくしてやり方を言っても、
必要性を感じていない人には通じません。

　権兵衛さんに対するKazzサンの返答にもあるように、品質管理は
適切な対象に使えば有効です。しかし、品質工学が必要とされてい
る技術開発や製品設計のステージで品質管理的な考えを使うと有害
です。つまり企業が製品を世の中に送り出し続けるには、品質管理
と品質工学の両方が必要なのですから、両方を比較検討すべきで
しょう。
　Kazz先生の問題提起の一番最初は、モノ作りの限界が来ている、
でした。適切な指摘です。その答えを性急に求めすぎているので、
聞いている人が付いていけなくなる･･･ 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

1954．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
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名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 15時37分

のっぽさん

>革命は、多くの人が現状に課題を明確に意識したときに起きます。
現状の課題が、明確になっていないと思うのです。・・・
>品質工学がなかなか普及しない問題は、やり方が難しいからではな
く必要性が明確でないからだと思うのです。・・・
>Kazz先生の問題提起の一番最初は、モノ作りの限界が来ている、で
した。適切な指摘です。その答えを性急に求めすぎているので、聞
いている人が付いていけなくなる･･･ 

確かに、いきなり問題意識のない人に聞いても答えるのは難しいで
すね。誰に質問してもよい話ではないから見識の高い方に質問した
のです。貴方は結論出しているからそれ以上は意見が出しにくいと
いうことかもしれませんが、問題提起が間違っていたり追加して欲
しいことを話して欲しかったのです。
来賓の経済通産省の審議官に、プロジェクトＸの話をしたら「日本
の現状はまだあの域には達成していないのだから汗水たらしてやる
ことは否定できない・・・」とあっさり言われました。当分はトラ
ブルはなくならないということですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1955．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：のっぽ    日付：6月17日(土) 15時46分

権兵衛さん
　Kazz先生の権兵衛さんに対する返答には、私も賛成です。やっと
現場の本音が出てきたと指摘されましたが、私が言っていることは
現場の本音なんていうものではありません。そんなもったいぶらな
くても、どんどん議論すべき内容の一つに過ぎません。大事なこと
だと思っていたのなら、先に言ってくださいよ。
　品質工学会も設立されてから長くなり、もったいぶった人（年寄
りになったのかな）が増えてきたように感じています。その中で、
Kazz先生はいろいろな意味（?）で素直な発言をされるので、貴重な
存在です。私もそれに甘えて議論をぶつけています。少々失礼なこ
とを言っても、怒りませんからね。顔を見ると怒っているように見
え怖いですからＢＢＳで言うのですが。
　 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

1956．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 15時58分
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のっぽさん

>社会トラブルに関してどうしますか、と聞かれても、当事者でなけ
れば具体的には答えられないでしょう。もし品質工学的な観点で、
あの場合はこうすべきだったと言っても、当事者は絶対に納得しな
いでしょう。・・・

勿論、トラブルは内輪の問題ですから、外部から発言することは納
得できないこともあるでしょう。糾弾しているように聞こえるとの
ことですが、失敗学的に原因から考えて再発防止に辿り着くことを
提案しているのではなく、トラブルの内容から考えて皆さんの企業
ではどのように考えているかお聞きしたかったのです。多分話題に
なっていてトップから何らかの考え方や具体的指示があったと思い
ます。企業の体質を変革するチャンスなのです。無関心の企業は同
じようなトラブルを起こすことは予想できます。余分なお世話だと
いうのでしょうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1957．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：のっぽ    日付：6月17日(土) 16時18分

Kazz先生
　
＞　無関心の企業は同じようなトラブルを起こすことは予想できま
す。余分なお世話だというのでしょうか。

　問題が起きると企業体質がおかしいのではないか、などとマスコ
ミなどが中心になって指摘します。そんなバッシングのなかでは品
質工学の提言などは冷静に受け入れられないでしょう。余計なお世
話に一つになってしますのではないでしょうか。
　体質改善は当事者しか出来ません。ですから、社会トラブルは他
山の石として、自分の身の回りを考えることしか出来ないでしょ
う。

　田口先生は、ごみ問題は税金をかければいいんだ、技術者の残業
代は払うな、と指摘しています。自分で改善の工夫を考えるように
仕向ける施策が重要でしょう。言って分かる人は、言わなくてもわ
かる。言わないと分からない人は、言ってもわからないのですか
ら。
　
　経通省の審議官の、まるで他人事のような発言の方が問題です
よ。社会トラブルを起こすと大変だと感じさせるような政策を考え
てもらわねば・・・。古い話ですが、マスキー法は自動車会社をつ
ぶす悪法だ、などと言われましたが、結局クリーンエンジンと燃費
向上のきっかけになりました。企業を守るような後始末をすると、
他山の石にならない。再発を繰り返します。
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http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

1959．２日間参加させて頂きました。
名前：中村    日付：6月17日(土) 23時24分
原先生へ

はじめまして。
私は社会人２年目,品質工学は今まで独学で勉強しておりました。
今回初めて２日間大会に参加させて頂きました。

原先生は講演の中で
「品質工学だけやっても固有技術がなければ,上手く行かないよ」
と仰っておりました。私はその意見に深く頷かせて頂きました。
田口先生の凄い所は,品質工学だけでなく,様々な分野に対する固有技
術を
お持ちという事だと思います。
品質工学を適用し成果を出すための大前提には,その分野の固有技術
が
無くてはならない。私もそう思います。

大会,特にポスターセッションに２日間かぶり付かせて頂きましたが,
「固有技術を持った開発担当者」が｢品質工学を上手く利用した」
事例を沢山見ることが出来て,とても有意義だったと思っています。
私も「品質工学の勉強」と「専門分野の固有技術の勉強」に
日々努力を積み頑張っていきたいと思っております。

ただ,大会で残念だと思った点が一つありました。
名前は判りません。品質工学のコンサル（大会の役員さん）だと
思うのですが.ある発表に対して,一方的にかなり否定的な発言をされ
た事です。
その方がどういう意図でそういう発言をされていたのかは判りませ
んが
執拗に同じ質問を３度繰り返しておりました。
（私には少なくともその意図が判りませんでした。）
それも「こうすれば良い」といったアドバイス的な物ではなく
単なる否定,「これは間違いです」といったもので,発表者も私を含む
聴衆もかなり戸惑っていたと思います。

その発表の内容は,少なくとも私は感銘を受けた内容であり,
自分も真似をさせて頂こうと思った素晴らしい事例です。

私の所属する会社では,品質工学を実務適用しておりますが,過去に
大会発表をした事はありません。
それは,会社が発表に投入する工数に対し,大会発表で得られるメリッ
ト
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がないと考えているからです。
私がもし大会で発表するとしたら,会社側に発表のメリットを説明し
た
上で,業務外時間でかなりの工数を投入する必用があります。

おそらく,否定的な発言を受けた発表者も,それなりの犠牲を払って
大会で発表をされている事と思います。
そういった方に対して,学会に近い方がアドバイスではなく,その論文
を
否定するだけの質問を執拗にする事にはかなりの疑問を感じまし
た。

とはいえ,私はまだ大会で発表した訳ではなく,まだ外野の人間です。
自分も学会に参加させて頂き,発表し,切磋琢磨し技術を磨いて行きた
い
と考えております。
（まずは自分も発表をして…　参加しなくては意見を言う資格は無
いですから）

よろしければ,これからも色々と書込みさせて頂き,
勉強させて頂きたいと思います。
よろしくお願いします。 

1960．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：権兵衛    日付：6月18日(日) 9時18分
kazz先生、のっぽさん
叱咤、激励の程、誠にありがとうございます。 

1961．Re: 大会について日刊工業新聞社の紹介
名前：Kazz @管理人    日付：6月18日(日) 9時26分

中村さん

若い方の熱心さには頭が下がります。
貴方が言うように固有技術を磨いてπ型の技術者になってくださ
い。
目的機能を満足する最適なシステムの選択が出来なければパラメー
タ設計をやっても意味がないのです。

>ただ,大会で残念だと思った点が一つありました。
名前は判りません。品質工学のコンサル（大会の役員さん）だと思
うのですが.ある発表に対して,一方的にかなり否定的な発言をされた
事です。・・・「これは間違いです」といったもので,発表者も私を
含む聴衆もかなり戸惑っていたと思います。

この役員はどなたかは推察できます。田口先生は殆どのテーマに対
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して「これは間違いです」ということを言われますから、同じこと
を言われたのだと思います。確かに大会に出て発表することは大変
な努力をされて参加されておられるのですから場所柄を考えて発言
すべきです。ＯＳの場ではなく後で本人に納得するように間違いを
正すべきですが、公開の場で皆さんに分かってもらいたかったのか
もしれません。私も他山の石にしたいと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1941．ＭＴシステムについて  

名前：MAS    日付：6月17日(土) 7時26分

始めまして。MASと申します。
最近品質工学を学び始めた初心者です。
今回QES2006に参加して、MTｼｽﾃﾑを使用して改善できたと事例が多かった
のですが、MT→MTA法、T法、TS法の区別がよくわかりません。MT法につ
いてはある程度理解できているのですが、MTA法、T法、TS法がよくわかり
ません。書籍コーナーやインターネット等で調べたのですが、そのような比
較説明が明確にされているものがほとんどみつかりませんでした。どのよう
な時に何を選択すれば有効なのかがよくわかりません。
今後もっと勉強し品質工学の理解を深めていきたいと思いますが、簡単な比
較説明、おすすめの書籍等がありましたら、ご教授いただけたらと思い記述
させていただきました。 

1942．Re: ＭＴシステムについて
名前：Kazz @管理人    日付：6月17日(土) 9時14分

MASさん
今回の大会に参加されたとのことありがとうございました。
あの熱気は凄かったですが、一時的なものでなく現場で定着するこ
とを願っています。
今回もＭＴ法を活用した事例は多かったですが、まだ手法の活用の
レベルで本当の成果に結び尽きたものが少なかったと感じていま
す。このことはＭＴ法やＴ法の問題ではなく、特徴量の捉え方のま
ずさが問題だと思います。単位空間の選び方やそのための特徴量の
選択がまずいと予測の精度が悪くなるのは当然です。
ご質問ですが、沢山解説書が出ていますが場数を踏んでご自分で確
認するしかないのですから下記の書籍など参考にすることと講習会
に参加されることをお勧めします。
「ＭＴシステムにおける技術開発」日本規格協会　田口玄一
「おはなしＭＴ」日本規格協会　鴨下、矢野、高田、高橋
「マハラノビス・タグチ（ＭＴ）システムのはなし　日科技連　長
谷川良子
その他「品質工学に挑む」日本規格協会　矢野宏
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「はじめての品質工学」日本規格協会　矢野耕也
など沢山あります。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1943．Re: ＭＴシステムについて
名前：権兵衛    日付：6月17日(土) 9時33分
今回の大会は、業務の都合上、残念ながら参加できませんでした。

例えば、身長とか体重とかご飯をどれだけ食べるかで血圧が正常か
否か
を判定するという例を考えましょう。

ＭＴだと血圧が正常の人の項目データで単位空間を作ります。
それでＭＡＳさんが正常かどうかを見るには単位空間の中心からど
れ
だけ離れているかを出します。離れている場合、低血圧の方向なの
か、
高血圧の方向なのか、分らないという訳です。
そこでＴＳが提案されました。項目の直交展開をするのがＴＳです
が、
最近は、展開しないＴ法になりました(何故、そうなったのかは聞か
な
いで下さい）。
ＭＴだと基準だけで判定の物差しができたのですが、ＴＳでもＴで
も
物差しは基準以外の信号集団、つまり、血圧が低い方から高い方を
含む
人を集めて信号集団とし、そのデータで
身長＝β１×血圧、体重＝β２×血圧、ご飯の量＝β３×血圧、と
いう
具合に、比例式を作る。そうすると血圧を推定するには、
血圧＝身長／β１、血圧＝体重／β２、血圧＝ご飯の量／β３とい
うよ
うに、項目の数だけの推定値が算出されるので、比例式のＳＮ比の
重み
で総合する。田口先生は、複数の秤で出た推定値をＳＮ比で総合す
るの
と同じだ、という言い方をします。従いまして、ＭＴ法とＴ(ＴＳ)法
は、別物と解釈した方が宜しいかと思います。
各手法の真意を読み取り、上手く使い分けを行って下さいね。 

1945．Re: ＭＴシステムについて
名前：権兵衛    日付：6月17日(土) 9時51分
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>MT→MTA法

これを説明するのを忘れておりました。
MTは、逆行列を用いて計算されるのですが、相関が強いと計算でき
ま
せん。そこで、MTA言わば、余因子を使う計算法が提案されまし
た。 

1958．Re: ＭＴシステムについて
名前：MAS    日付：6月17日(土) 16時27分
Kazz様
返信いただきありがとうございます。
紹介していただいた書籍を読んでもっと勉強して展開していくこと
ができるようがんばります。MT法を実践してうまくいっていなかっ
たのですが、特徴量のとり方を再度見直ししチャレンジしていきま
す。また、次回の参加時にはもっと理解が深めれるようにがんばり
ます。

権兵衛様
すごくわかりやすい説明をしていただき、初心者の私でも簡単にイ
メージをつかむことができました。この掲示板のように、自由に意
見交換等される場はすごくすばらしく、今後品質工学がもっと多分
野に発展していきそうに感じます。アドバイスいただきありがとう
ございました。 

1928．仕事のやり方のロバスト性  

名前：末広    日付：6月1日(木) 18時46分

以前、放電加工のパルス電流につき相談させて頂きました。
今回は全く異なり経営問題と言いますか、業務品質（プロセス）、リスク管
理に関連する相談をお願いいたします。
企業活動は大小多くのプロセスからなりますが、プロセスの定型化が促進さ
れ、いわゆるフローチャートのような業務体系が「業務標準」として制定さ
れます。全体としての機能を、部門･個人が担当する個々のプロセスの機能
にブレークダウンし各プロセスのI/Oを明確にする。さらに各プロセスの標
準工程を結んでガントチャートなどでスケジューリングがなされます。
しかし現実の業務では、環境変化、突発事象により、必要なInputが得られ
なかったり、タイミングがずれたり、また下流工程のトラブルでフローが維
持できなくなると代替プロセスを探したりと、よく言えば臨機応変、悪く言
えばモグラ叩きで対応することが多くの企業で見られるようです。打開策と
しては、マージンを取ったスケジュールを組む、代替案を予め用意し冗長性
を持たせる、常ＰＤＣＡを回し変化に対応する、と言ったことで、品質工学
の視点からは遅れている感があります。
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Ｊｕｓｔ Ｉｄｅａですが、業務フロー、各プロセスの業務手順を検討する
上で品質工学的な考えを適用することができれば面白いと感じています。
種々の想定外（誤差因子）に対して安定して機能（プロセスのOutput）を
果たせるような仕事のやり方（制御因子）を決めるというアプローチが考え
られると面白そうかと。（直交表を当てはめて扱えるか？というと疑問です
が）
個人レベル、チーム、課レベル、部レベル、会社全体と規模が大きくなる
と、一般化は難しくなると思いますが、ビジネススクールなどで何かこうい
う「業務のロバスト性」に関するアプローチが議論されていないだろうかと
思った次第です。技術論でなく申し訳ありません。 

1929．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月1日(木) 21時43分

業務のやり方のロバスト性についてですが、「もぐら叩き」の問題
解決型の仕事のやり方を止めて、技術開発型へ移行することが大切
です。
ところが、今までの日本の開発の進め方は商品企画が決まってから
商品設計を行い、何個か試作して信頼性試験や寿命試験をして問題
があれば手戻りして設計変更を何回かやり製造に引き継ぎますが、
そこでも問題が出ると設計変更をして、製造を行って検査して出荷
しますが、市場でも故障が発生しますから、設計に戻って対策を繰
り返すのが今までのやり方です。長期的なタイムラグがかかり極め
て無駄が多いのです。しかも悪いことに、このことを商品毎に繰り
返すわけですから時間がいくらあっても足りず残業の連続で、技術
者は新しい仕事には移れないのが現状です。
品質工学ではこのようなことにならないように、商品企画をする前
に将来の事業のことを考えて、要素技術や生産技術の技術開発を先
行して、汎用性、再現性の高い技術化を行います。この段階では、
商品の目標など考える必要はないのです。この段階では、関連部署
が集まってそれぞれの立場で基本機能を考えて、コンカレント体制
で仕事を進めることが大切です。商品企画に基づいて商品設計を行
う段階では「目標スペック」が決まりますから蓄積した技術を寄せ
集めて「編集設計」を行えばよいのです。
開発段階ではコンピュータを活用して品質工学と融合させて「試作
レス」「試験レス」の開発で効率化を図ることが大切なのです。
このような開発体制が、貴方が期待するロバスト性の高い仕事のや
り方なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1930．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：末広    日付：6月1日(木) 23時25分
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原先生、ご教授有難うございます。
開発業務のもぐら叩きが思うように解消できない中で、品質工学の
考え方は非常に有効であると理解しています。
そこで、この考え方を設計部門や生産技術などの技術部門以外の
「仕事のやり方」に一般化すればどうだろうか、と考えた次第で
す。言葉足らずだったのが申し訳ありません。
例えば営業であったり、生産管理であったり。色々な業務でモグラ
叩きが発生していると思われます。シックスシグマは製品の品質管
理を越えて業務プロセスに展開しています。品質工学で、PDCAを回
す以上の未然防止ができると面白いように思いました。 

1931．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月1日(木) 23時50分

品質工学を知らない人には少し難しく書きましたがもう一度整理す
ると次のようになります。（商品開発の場合）
１．テーマの選択
トップ方針に基づいて、技術責任者が目的を明確にして、技術テー
マを選択します。
２．コンセプトとシステム選択
技術者はテーマを満足する沢山のシステムを創造します。消費者の
満足する機能や機能を乱すノイズの選択を行います。安全面や公害
なども考慮したシステム設計を行います。
３．システムの評価やパラメータ設計
他社品や購入品の機能性の評価は勿論ですが、創造したシステムの
パラメータ設計で最適設計を行います。
４．許容差設計と許容差の決定
パラメータ設計で品質改善の成果をコスト改善に還元して、経営成
果に結びつけることが大切です。その後で、品質特性について直交
多項式を作って、平均値とばらつきを求めて、図面の公差を決める
ために許容差を決定します。
５．オンラインの改善と管理
工程管理でフィードバック制御を行い、検査や調整コストと品質損
失のバランスを考えて、最適な計測間隔や調整限界を求めます。

オフラインからオンラインの全てで一貫した社会的損失の最小化を
考えることがロバスト体制の確立になります。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1932．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月2日(金) 0時2分
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末広さん

＞品質工学で、PDCAを回す以上の未然防止ができると面白いように
思いました。 

品質管理のPDCAは全く駄目です。何故かというと、いい加減な計画
（P)でやって見て（D)チェックして（C)悪かったら直す（A)ような結
果型の仕事の進め方が問題なのです。デミングサークル（PDCA）を
廻すという考え方に問題があるのです。プランの段階で事前に問題
が起きないようなロバスト体制を作ることが大切なのです。計画段
階で全て終わりです。計画通りに進めることが大切なのです。従来
の設計検証（DR)は駄目です。悪魔のチューニングを繰り返す体制か
ら脱出することが「マネジメント戦略」なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1933．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：しらき    日付：6月3日(土) 0時59分
初めまして。
どうも話が噛み合っていないような感じです。
末広さんは品質工学の何たるかは多分分かっておられて、その概念
を一般化、昇華して、例えば営業や生産管理など、通常、品質工学
と無縁の業務に適用したい（かどうかは分かりませんが）のでしょ
う。確かに６σはバリューチェーンの全てのプロセス（営業、調達
など含め）をPDCAで改善しようとするものですから、原先生が書か
れたように、PDCAを品質工学的な発想に移行すればもっと良くなる
可能性はあるかも知れませんね。具体的にどうするか、は直ぐには
思いつきませんが。 

1934．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月3日(土) 9時26分

末広さん　しらきさん

どうも品質工学の考え方や目的が分かっていないようですね。
それは社会的な損失の最小化です。社会的な生産性の向上です。そ
のことがロバスト性なのです。社会的損失は生産者コストと市場に
おける品質損失の和で表されますから、両者のバランスを取って業
務を改善することが大切なのです。機能性評価はそのために行うの
です。企業やその中の各部門の機能は人やモノや金を使って効率よ
く出力を出すことです。そのために無駄な作業を減らすことです。
何事も目的を明確にすることが大事で、「問題」は「理想と現実の
差」ですから、あるべき姿を決めることが大切です。問題は「誤
差」であって、相対的な「違い」を知ることです。今までの仕事の
やり方や他社の仕事のやり方よりもどれだけ効率的かを考えて仕組
みの改善を図ることが大切です。「体質改善テーマ」は「目標改善
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テーマ」とは別に考えてマネージメントすることが大切なのです。
私が現役時代にやったマネージメントはこのことが基本のなって
やっていたのです。皆さんの参考になるのは田口先生が中心になっ
て１９９６年に発表された「部門評価制度（２１１ページ）」が参
考になるでしょう。２００１年１２月６日に規格協会から発表され
ましたが、関係者だけに配布されました。その中には研究開発部門
や製造部門や品質保証部門のほかに営業部門の評価や事務部門の評
価についても載っています。
規格協会に問い合わせたらどうですか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1935．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月3日(土) 18時12分

末広さんから大変よい質問を戴いたので折角の機会ですから述べて
見たいと思います。
戦後発達した品質管理の考え方は「仕事の手段や方法を標準化して,
その通りやらせれば基準通りの結果が得られる」という考えに基づ
いてPDCAの考え方が生まれたのです。そのために最近はマニュアル
人間が増えてしまったため社会的なトラブルが発生しているので
す。会社ではやたらと面倒な手続き書や規定類が作られた結果、そ
れらが法律か何かのように教えられ守ることが社員の義務だと思わ
れてきたのです。人間を働く機械としか見ていないのです。このこ
とが社員の意欲の低下につながっていることは事実です。
人間がどれだけよく働くかはその人自身の意欲によって決まるので
す。田口先生は「個人の自由の和の拡大」を社会的生産性という言
葉で表しています。「欲求の充足」が意欲の源泉であるとする見方
が最も自然な見方なのです。欲求を満たすためには
１．誉めること、認めること
２．手段は自由であるが、評価は機能性で
３．目標や期待する結果の明確化
４．自分の仕事について、自発的に上長に相談したり、スタッフの
援助を受けたらり、自己啓発のための研究や教育を受ける自由
が望ましいのです。

どんな仕事でも「機能性の評価」は活用できるのです。
入力は「投入コスト」であって、出力は「期待する成果」です。ノ
イズはその目的機能を阻害するものです。手段は規格などに縛られ
ないように出来るだけ自由にすることです。
目標はごく上層部が分かっていればよいことで、体系的に分化して
目標を部下に与えることはまずいのです。不良率や故障率などの品
質の目標を決めるのでなく、企業の大きな目標だけを与えて無理難
題を示すことが大切なのですが、目標があまり高すぎても意欲が喪
失するし、あまり低すぎても安易になり自我を傷つけることになり
ます。手段の自由すなわち権限委譲でなければ、企業は精神分裂症
状を呈することになるのです。今まで述べてきたことは研究でも製
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造でも営業でも事務部門でも共通したことです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1937．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：Kazz @管理人    日付：6月4日(日) 14時50分

最近のパター認識の考え方は、正常な単位空間を提示することで、
異常を信号として個々の異常状態をSN比や感度で評価できるのであ
る。
営業や事務部門の正常な姿をどんな多項目で定義するかということ
が大切である。営業でも購買でも製造でも管理項目をコストで表し
て、期待する成果に対する機能性を評価すればよいが、自らの期待
する成果（目標）が明確でなければ「もぐら叩きの管理」をせざる
を得ないのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1938．Re: 仕事のやり方のロバスト性
名前：末広    日付：6月5日(月) 23時13分
丁寧かつ親切なご指導有難うございます

>どんな仕事でも「機能性の評価」は活用できるのです。

正に、そういう仮説をぼんやりと頭に置いていました。

>入力は「投入コスト」であって、出力は「期待する成果」です。
>ノイズはその目的機能を阻害するものです。
>手段は規格などに縛られないように出来るだけ自由にすることで
す。

投資対効果が基本機能で業務標準に縛らせないというのはパラダイ
ムシフトですね。取り組んでいる企業があっても公表はしにくい分
野でしょうか。腰を落ち着けて考えてみたいと思います。 

1936．偽メールや絵画の贋作を見抜く能力  

名前：Kazz @管理人    日付：6月4日(日) 14時33分
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減する理論的な説明が羅列されていて、如何にも完璧な設計に見えるので
す。
このような設計でも震度５や震度７に耐える設計は出来るのですが、ロバス
ト設計ではないのです。古来からある五重塔などは地震で倒れたということ
を聞いたことがありません。ロバスト設計では振動や加速度をノイズと考え
て塑性域まで考えた頑健性と最終的にどれだけひずみ量が残るかを評価すれ
ばよいのですから、技術的なデータは意味がないのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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2006年07月 の投稿ログ

2006．企業の目的とは何か  

名前：Kazz @管理人    日付：7月12日(水) 11時55分

企業の目的＝品質工学とはなりませんが、社会的損失の最小化＝企業の目的
だと考えていますが、異論のある方はご意見をお聞かせください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2007．Re: 企業の目的とは何か
名前：TomUi    日付：7月12日(水) 20時55分

>企業の目的＝品質工学とはなりませんが、社会的損失の最小化＝企
業の目的だと考えています。

同感です。品質工学を推進している立場として、品質工学を普及さ
せることだけに目がいっていないかということで振り返る必要があ
ると思います。

　企業の目的である社会的損失（品質＋コスト）を最小化するため
の極めて有効な方法論が品質工学であり、方法論にとどまらずその
目的を実現するための具体的なツールが用意されているのが品質工
学だと考えています。
　私の知っている限りでは品質工学が社会的損失を効率よく減らし
てくれる唯一のツールだと思います。

企業の目的はもう一つあると思います。「企業の目的＝人を育て
る」です。ここは、客観性のある目的（社会的損失の最小化）とは
異質の人間の心の機微、深層心理などが入り込んだ、ときに泥臭さ
の入った複雑な世界です。社会に貢献できる人、そして貢献してい
るという達成感、充実感を持って前向きな人生を送れる人を育てる
のも企業の目的と思います。
あまりに広い話になってしまいますので、品質工学と「人を育て
る」との関係に限って述べれば以下のようです。
品質工学は人を育てることにもつながっていきます。「あなたには
技術力がない。」との判断が下されたときに、それを素直に受け止
め、次の策を考えに考え抜くことを強要するからです。考える人間
を育ててくれます。それが、多くの商品、技術を世に出せる技術者
を増やすことにつながっていくものと考えています。
しかし、これとて「企業の目的＝品質工学」ではなく、「企業の目
的＝人を育てる」です。

品質工学は目的ではなく、崇高な二つの目的（社会的損失の最小
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化、人を育てる）を達成するための稀有の手段だと考えています。 

2008．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz @管理人    日付：7月12日(水) 22時33分

TomUiさん

>崇高な二つの目的（社会的損失の最小化、人を育てる）を達成する
ための稀有の手段だと考えています。 

世の中では、技術開発の目的が社会的損失よりも、システムを創造
することに価値があると考えていますし、問題が起きてから問題を
潰した人が評価される時代です。ノーベル賞のように科学的な功績
が評価される時代ですから「人を育てる」のは大変難しいですね。
工学の世界では、科学と技術が別物だという意識の強い技術者を育
てることが大切ですね。工学だけでなく地震を予測したり、病気を
予測するのが科学的予測しかない時代ですから、人を育てるのはま
すます大切なのです。松下幸之助もマツダの井巻社長も「モノつく
りより人つくり」を唱えていますね。
ところで、貴方の企業では、「規格値の決め方」にJISを使っていま
すか。私が知っている限りですが、殆どの企業が使っていないので
す。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2009．Re: 企業の目的とは何か
名前：TomUi    日付：7月13日(木) 4時40分

>貴方の企業では、「規格値の決め方」にJISを使っていますか。私が
知っている限りですが、殆どの企業が使っていないのです。

使っているとは言えません。ただし，適用事例を増やす努力を続け
ています。当たり前のように使えるようにするには相当時間がかか
ると思います。しかし，何もせずに手をこまねいているだけでは何
も変わりませんので地道に少しずつ適用実施例を積み上げていこう
と思っています。このような活動も「社会的損失の最小化」，「人
を育てる」につながっていくと思います。 

2010．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz @管理人    日付：7月13日(木) 9時23分
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TomUiさん

>（JIS規格値の決め方を）使っているとは言えません。ただし，適用
事例を増やす努力を続けています。当たり前のように使えるように
するには相当時間がかかると思います。

このことが品質工学の本質的理解の問題だと思います。この方式で
規格を決めたら生産出来ないから採用しないのでしょうね。ばらつ
きが規格に入らないことは技術力が無いのですが、この結果を見て
技術開発する企業が無いのです。結局は妥協してしまうのです。
システムの選択段階で損失関数を使って、機能限界から求めた規格
との比較で安全率を求めて、規格に入るように機能性評価で技術開
発したり、安全設計することが大切ですが、すべてパラメータ設計
や許容差設計と関係がありますから難しいんでしょうね。
しかし、物を購入するときには規格を決めなければならないのです
から積極的に使って欲しいですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2065．Re: 企業の目的とは何か
名前：文系初心者    日付：8月10日(木) 18時30分

はじめまして、技術の間接部門を担当しており、検索サイ
トでこの頁を知りました。
さて、品質工学を知らない一般人からの疑問です。
社会的損失は確かに企業の目的ですが、このサイトは品質
工学なので品質工学の世界での議論は理解できます。た
だ、私のような文系で管理部門に所属する一般人には、社
会的損失を最小化することは企業の目的というロジックは
理解できますが、それを実現する手段は「品質工学」とい
う哲学だけではないと思います。あくまでオペレーション
戦略の１つの技術戦略としては品質工学かもしれないが、
マーケティング戦略、人事戦略などその他の領域も社会的
損失を最小化することには寄与すると思う。
品質工学の世界では通じる議論と思いますが、一般人には
「視野の狭さ」を感じます。そのあたりは、どのように考
えておられるのでしょうか? 

2066．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz @管理人    日付：8月10日(木) 19時11分

file:///C¦/My Documents/掲示板/200607.html (3/32)2007/01/04 10:32:20

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty.com


品質工学特集

文系の方のご質問について

>品質工学の世界では通じる議論と思いますが、一般人には「視野の
狭さ」を感じます。そのあたりは、どのように考えておられるので
しょうか? 

ご指摘の通り、社会的損失を低減するのは品質工学が唯一なものと
は考えていません。社会的損失を減らすということは、政治や経済
の全ての面で考えることが大切なことだと考えています。たまた
ま、品質工学では具体的に社会的損失を金額尺度に置き換えて考え
るところに特徴があると思います。社会的損失の中身は生産者側の
コストや市場におけるクレームなどのコストや公害や地球環境を破
壊するコストなどの全てを考えています。今まであまり問題にしな
かった開発コストも損失と考えていますから無駄な試験や試作も損
失と考えているのです。だらだら残業も無駄なコストですが日本で
はあまり問題にされませんね。
貴方がどのような職業の方か存じませんが、個人の自由の総和を拡
大することが人間社会では大切なことと考えています。
最近の社会トラブルの多くは安全設計や信頼性設計の不備で尊い命
が失われています。フェールセーフ等の考え方は昔からあります
が、自分の立場や企業の利益の立場からでた結果が悲惨な事故に繋
がっているのです。
品質工学では計画の段階から社会的な損失を考えてシステムの選択
を行います。「再発防止」より「未然防止」を考えているのです。
問題が起こる前に問題を潰すのです。
貴方から「視野が狭い」考え方だといわれましたが、技術開発の段
階から社会的損失を具体的に考えてトラブルを未然に防ぐ手法は他
には殆ど無いと考えています。勿論、時間をかけてやれば出来ない
ことは無いのですが競争力に負けてしまうのです。どこよりも早
く、よい製品を低コストで開発するために一石三鳥でＱＣＤを同時
に達成できると考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2067．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz @管理人    日付：8月10日(木) 19時29分
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続きです。
アメリカが建国の時には９８％は農民だったのです。ところが現在
は２％の農民が当時の１００倍の生産性を高めて輸出をしていま
す。
政府や企業の経営者は生産性を上げることで失業者が出来ても彼ら
に仕事を提供することが役割であり責任なのです。日本の政治家や
経営者はこのことを考えて欲しいのです。
タバコを止めろといっても止める人は少ないのです。タバコの税金
を高くすれば自然に止める人が増えるのです。酒だって同じことで
す。個人の自由を束縛することはやるべきでないのです。車の制限
速度も最適な速度を示せばよいのであって基準で縛るべきではない
のです。イギリスでは制限速度無いありませんが、全て個人の自己
責任なのです。
消費税などは１０％は当たり前で北欧は２０％平均ですが大学まで
無料で老後は安泰なのです。部分最適や現状最適ではなく全体最適
や未来最適を考えることが戦略的な思考なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2086．Re: 企業の目的とは何か
名前：文系初心者    日付：8月17日(木) 20時22分

レスが遅れ、申し訳ありません。
企業としては、経営理念に基づき、事業戦略を立案し、事
業ドメインを明確にした上で、技術戦略やﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略、
品質戦略などのオペレーション戦略に落とし込まれると思
います。技術戦略の１つの大きな武器としての品質工学は
同感で、この考えを上回る哲学や思想は今のところ、
ないと思います。しかし、このレベルの議論に入るまでの
前述の経営戦略からの流れを飛ばして、企業の目的は社会
的損失の最小化であり、それを実現する手段は品質工学だ
と述べても、一般人には受け入れにくい。また、その説明
には、品質工学を知っている人を前提に説明が行われ、
度々省略され誤解を生じさせているように感じる。「品
質」という用語などはその典型だ。「品質＝出荷後に社会
に与える損失」と品質工学の定義を知らない人間には、理
解が難しい。そのことを相手に理解させようと品質工学の
部分を詳細に語ったとしても、素人には、狭い範囲での議
論と感じざるを得ない。そのあたりが、視野が狭いと思わ
れる原因ではないか？ましてや、技術畑出身ではない経営
者には理解などできるはずがない。品質工学の「経営者は
目的を、技術者は手段を」という言葉は、このケースにも
あてはまらないのだろうか？技術を知らない経営者は、
「そんなにいい手法なら、取り組めばよい。技術担当役員
がそのあたりを判断する」とならないだろうか？
品質工学を知らない社長や経営者をその気にさせるために
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は、経営から解きほぐしてのロジック展開が必要ではない
か？決してロジックを飛ばして、品質工学に議論を落とし
込むことだけでは理解は得られないと思う。 

2087．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月18日(金) 0時20分

文型初心者さん

>しかし、このレベルの議論に入るまでの前述の経営戦略からの流れ
を飛ばして、企業の目的は社会的損失の最小化であり、それを実現
する手段は品質工学だと述べても、一般人には受け入れにくい。

仰るとおり、いきなり社会的損失を持ち出しても理解は得られない
でしょうね。企業の最大の目的は「利益」を上げることだが、これ
には二つのことが考えられる。一つは技術開発で余った人を使って
新規事業を起こしマーケットサイズを拡大して利益を上げることで
ある。もう一つは従来事業の品質を改善してマーケットシェアの拡
大に努めることである。また合理化によって負の遺産を改善するこ
とも大切である。いずれにしても経営戦略はコスト戦略なのであ
る。Dr.Taguchiは日本には戦略がないといっているのはコスト戦略を
達成するためにもっとも大切な技術戦略を品質工学で考えていこう
としているのである。社会的損失は消費者の損失だけでなく、企業
のコスト損失や地球規模の損失を含んで最小化を考えているわけだ
から経営戦略といってもよいのかもしれない。

>品質工学を知らない社長や経営者をその気にさせるためには、経営
から解きほぐしてのロジック展開が必要ではないか？決してロジッ
クを飛ばして、品質工学に議論を落とし込むことだけでは理解は得
られないと思う。 

　その通りであって、戦略的志向の乏しい日本の経営者に納得して
もらうためには、未来永劫に変わることがない戦略と技術や商品の
ように時代によって変化する戦術問題の区別など明確にして品質工
学の有用性を説明しないと理解は得られないと思う。
　経営そのものが入出力関係の効率を高める機能性の評価であるこ
とを理解させることが大切である。企業における組織も職制も役割
と責任があることを明確にすれば、技術や商品の機能性の評価の重
要性はおのずと理解されると考えている。
　従来は個々の商品の目標管理から出発して狭い範囲の開発体制
で、問題解決型のもぐら叩きが続いてきたため、顧客の品質問題に
囚われて、顧客の欲しい機能を考えた先行性や汎用性や再現性の高
い未来思考の幅広い技術開発体制の必要性は経営者が考えてこな
かったことが問題だと分からせることが大切だと考えている。
　ご指摘があったように経営者をその気にさせることを考えるのが
品質工学会の今後の活動の大きな課題と考えている。 
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2090．Re: 企業の目的とは何か
名前：mizgi    日付：8月18日(金) 9時32分
日付：8月18日(金) 3時17分 
経営トップとは残念ながら話しをしたことがない。
いや，正確には【経営】や【企業の目的】の話しをしたことはな
い。
企業風土や会社の雰囲気などで違いはあるかと思うが『儲かる話
し』が先にないと経営者は食いつかないと思う。
それ以前に（あえてこういう表現を使うが）難敵は中間管理職であ
る。上からの宿題をやっつける，或いは課題を達成することに汲々
として，部下の意見に耳を傾けることなどほとんどしない（者が多
い）。

儲かる話しから始めて，こっちの土俵にうまく引っ張り込まなくて
は経営者どころか同僚や後輩達も聞く耳を持たない。
【儲かる】が何を意味するかは人それぞれではあるが。 

2091．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月18日(金) 9時55分

文系さん
文系の方には下記のような説明で分かってもらえるかもしれません
ね。
企業の最大の目的は「利益」の追求である。
利益は大きく分けると「企業側のコスト」と「消費者側のコスト」
に分けられる。企業側のコストは固定費と変動費に分けられる。こ
れらの費用の内容の説明は省く。
消費者側のコストは、商品の機能がばらついて故障が発生するコス
トや燃費や消費電力が悪いため発生する使用コストや公害（Noxや騒
音などの）によって発生するコストやごみなどの地球環境を破壊す
るコストなどである。品質工学では後者のコストを「品質損失」と
考えている。
社会的損失（Ｌ）とは企業側のコスト（Ｃ）と市場における品質損
失（Ｑ）を加えた損失を考えている。したがって、Ｑとバランスす
るようにＣを考えると同時にＬの最小化を図ることが企業の最大の
課題と考えている。従来は品質戦略とかコスト戦略とか別々な次元
で考えていたが、品質工学ではＱＣＤを同時に達成することを考え
ている。納期Ｄについては機能性評価などによって開発期間の短縮
や生産段階の不良を撲滅することで管理コストの最小化が図れると
考えている。
　企業では目的的でない仕事は全て無駄だと考えて経営戦略を立て
ることが大切ではないでしょうか。
　この程度では社会的損失の最小化のロジカルな説明にはなりませ
んか 
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2092．Re: 企業の目的とは何か
名前：文系初心者    日付：8月18日(金) 19時17分

議論は、文系の方への説明方法ではなく、品質工学を知ら
ない初心者や経営者に、品質工学オンリーのような説明を
しても「視野が狭い」という印象を与えるということで
す。私が言いたかったのは、品質工学を学んでいるメンバ
ーの「立ち位置」はほぼ同じで、経営者や品質工学を知ら
ないメンバーとは、各々「立ち位置」が異なり、相手に合
わせて議論をしないと、「品質工学」だけを推し進めて話
すと、結局は「視野が狭い人」と思われるのではないかと
いうことをいいたいのです。社会の損失を最小にする１つ
の手段が品質工学であり、世の中それだけではないと一般
人は考えます。そのことをわかった上で議論すべきと思い
ます。
前述の企業の社長の「視野が狭い」という発言は、その典
型であり、通常の人はそう考えると思います。 

2094．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月18日(金) 21時39分

文系さん
貴方がどんな素性の方か分かれば話しやすいのですが無理ですね。
No.2087でもお話しましたように、企業の最大の目的は利益すなわち
収益を確保することです。そのためには、従来事業であれば品質を
他社より改善してマーケットシェアを高めることです。従来事業だ
けでは規模の拡大ができないので、新規事業や新規分野に乗り出す
ことが大切です。その結果マーケットサイズが拡大して売り上げの
増加に繋がります。それだけでは問題で普通の企業であれば市場ト
ラブルを出すのが当たり前になっています。ある企業では毎月１０
億くらいの不良返品（良品も含む）を抱えているのです。それだけ
収益が減るだけでなく信頼も勝ち得られなくなるので倒産に追い込
まれた企業もあるのです。それだけでなく無駄な試験や試作が重な
り開発が遅れて競合他社に後れをとってしまうのです。工程では不
良が出るため無駄な試験や検査が必要で費用がかさむのです。市場
から返ってくる不良品だけでなくお客に与えた不満足コストは返品
費用の１００倍以上になっているのですが気がついていないので
す。他社に逃げられているのです。
新しい事業や従来事業の改善のための開発期間を削減するには、品
質特性で目標管理をしていても改善できないのです。
生産者側のコストは固定費と変動費ですが、この費用は上記の市場
に出てからの品質損失コストと同等かそれ以上かけることになりま
すから、まずは市場に出てからの品質損失を改善することが大切に
なるのです。品質損失を減らすためには、源流の技術開発や上流の
商品設計段階で機能性の評価を行いＳＮ比で改善することが必要に
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なるのです。このＳＮ比が顧客の品質なのです。品質工学ではＳＮ
比の逆数に比例する損失関数を使って品質損失を改善するのです。
「工程で品質を作りこめ」と品質管理では教わってきましたが、工
程では標準条件だけ規格に対する合否の判断しかしませんから、市
場に出てからの品質は減らないのです。市場における使用環境や劣
化ノイズに影響されないように「設計で品質を作りこむ」ことが社
会的損失の最小化になるという説明でも駄目ですか。経営者はもっ
と勉強して欲しいのですが無理でしょうか。
私が指導している企業の経営者は社長以下幹部が「目から鱗が落ち
た」といって社会的損失の重要さを理解されましたが駄目ですか。 
http://市場における 

2096．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月18日(金) 23時39分

文系さん
社会的損失の中で見えるコストは生産者側で発生するコストだけ
で、品質コストは不良品の返品を除いてはほとんど見えないので
す。
経営者は見えるコストだけで収益を判断しているのです。市場にお
ける評判（品質損失）などは販売金額が下降線を辿っても判らない
のです。
ＪＲやパロマや三菱自動車などは社会的損失がわかっていなかった
ため事故が起きないと品質損失の大きさが判らなかったのです。Ｓ
社は過去に大きな人身事故を２度起こしたため顧客の信用が失墜し
て会社更生法の寸前まで落ち込んでいるのです。これでも品質工学
の考えていることは「視野が狭い」というのでしょうか。このよう
な企業では品質工学などほとんど無視されています。このように
「バカの壁」を作っている無知な経営者には説明する必要はありま
せん。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2098．Re: 企業の目的とは何か
名前：てっちゃん    日付：8月19日(土) 9時42分
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企業の損失と社会の損失があることは多くの人が理解できると思い
ます。社会損失、すなわち品質が悪いために発生する品質損失を重
要視しなければならないという考え方は品質工学とは関係なく世の
主流となりつつあると感じています。少なくとも私の会社では（少
なくとも掛け声としては）品質損失という言葉こそ使いませんが品
質損失を下げることの重要性は叫ばれています。品質損失を放置す
ると顧客が離れていくことを少なくとも感覚的には理解している人
が多いのです。ここの理解がないといくら社会損失の低減について
話をしても理解を得ることは難しいように思います。これは文系か
理系か、あるいは経営者か否かとは関係のない話だと私は思いま
す。

さて、品質損失の低減が結局は企業の収益に跳ね返ってくるところ
まで理解できたとしましょう。ところが品質損失をどのように測れ
ばよいかが世間一般に既知の方法がどうも無いようなのです。多く
の企業人がここで困っているのだと思います。本当に困っているの
で、Dr.Taguchiの損失関数の考えを説明してもらうと「目から鱗が落
ちる」となるのでしょう。

問題は品質損失の低減が結局は企業の収益に跳ね返ってくるという
考えを理解できない場合だと思います。こうなるといくら説明して
も理解を得るのは難しいかと思います。しかしここまでくると（繰
り返しになりますが）文系か理系か、あるいは経営者か否かとは関
係のない話だと思います。視野の広い、狭いの論議をするとすれ
ば、総損失を企業の損失のみしか考えられないのが狭く、社会損失
まで広げて考えることができるのが広い、と考えますがいかがで
しょう。 

2099．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月19日(土) 10時16分

てっちゃん　久ぶりですね。

＞視野の広い、狭いの論議をするとすれば、総損失を企業の損失の
みしか考えられないのが狭く、社会損失まで広げて考えることがで
きるのが広い、と考えますがいかがでしょう。

これは品質工学をやっている人の考え方です。ＮＨＫに田口先生が
出演されたとき、基本機能という言葉を出した途端アナウサーは頭
をかいて難しいといって終わったように 、「文系さん」は損失など
の言葉が一般的でないということを気にしておられるのです。
見えない世界をＳＮ比や損失関数で金額的に評価するなんていう考
え方は簡単には理解できないのです。TomUiさんの言葉を借りれ
ば、目から鱗が落ちても、一皮剥けるのは本人の努力しかないとい
うことです。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2100．Re: 企業の目的とは何か
名前：TomUi    日付：8月19日(土) 17時37分

>品質工学を知らない社長や経営者をその気にさせるためには、経営
から解きほぐしてのロジック展開が必要ではないか？決してロジッ
クを飛ばして、品質工学に議論を落とし込むことだけでは理解は得
られないと思う。＿文系初心者さん

>戦略的志向の乏しい日本の経営者に納得してもらうためには、未来
永劫に変わることがない戦略と技術や商品のように時代によって変
化する戦術問題の区別など明確にして品質工学の有用性を説明しな
いと理解は得られないと思う。＿Kazz先生

　一般論ではその通りだと思います。しかし，経営者といっても人
それぞれです。特に，経営，マネジメントについての正しい危機
感，問題意識を持っているかどうかというばらつきもありますし，
うまいロジック展開での説明が有効な方もいらっしゃれば，浪花節
的に口説くほうが有効な方もいらっしゃると思います。mizgiさんが
仰っているように企業風土や会社の雰囲気などでの違いもありま
す。
　こういうときに「敵を知って己を知れば百戦危うからず。」とい
うことばが役に立ちます。相手によって攻め方を変えるのは必須条
件だからです。また，自分の立場というものも考えておくことも大
事だと思います。
　皆さんが主張されているように経営者，管理者の方には品質工学
を展開する上では理解してもらうことが大前提になりますから，う
まくいかなくてもあきらめるわけには行きません。一旦引き返した
としても作戦のまずさを振り返ってまた別の手で攻めて行くことが
欠かせないと思います。 

2101．Re: 企業の目的とは何か
名前：Kazz@管理人    日付：8月21日(月) 19時5分

文系さん　てっちゃん　TomUiさん他の皆さん

企業において社会的損失を減らす努力が大切なのは、相手に迷惑を
かけないようにすることだから人間の生き方そのものです。消費者
の立場の品質損失を減らすのも、他人に迷惑をかけないためです。
生産者コストも品質損失とバランスすることが大切でそれ以上であ
れば企業の利益を圧迫するし、それ以下であれば消費者に迷惑をか
けることになります。そのために規格の決め方のＪＩＳを作ったの
ですが殆どの企業は無視して使っていないことが問題だと思いま
す。
こんな当たり前のことが企業で行われていないということは人間教
育からはじめる必要がありそうだですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2102．Re: 企業の目的とは何か
名前：mizgi    日付：8月21日(月) 19時24分

＞そのために規格の決め方のＪＩＳを作ったのですが殆どの企業は
無視して使っていないことが問題だと思います。
こんな当たり前のことが企業で行われていないということは人間教
育からはじめる必要がありそうですね。

規格の決め方のＪＩＳを知らないひとがたくさんいそうな気がしま
す。
ＪＩＳよりも社内規格が優先って感じですね。

世間を騒がせたホリエモンや村上にしても【人間として，日本社会
に存在するものとしての暗黙の了解】を（意識してなのか，結果的
にそうなのかは？ですが）無視して利益を得ようとしたのだと思い
ます。更にそういう人間をあたかも新時代の旗手であるかのように
もてはやしたマスコミ・出版社・政治家等々・・・そして子供達は
いまだにホリエモンが悪いことをしたとは思っていないようです。
人間教育・・・遅すぎなければいいのですが・・・・。 

2027．「情熱を･････。」にしびれてしまいました。  

名前：TomUi    日付：7月28日(金) 23時30分

　東北品質工学研究会（略称：ＴＱＥ）のTomUiです。
　本日，第128回東北品質工学研究会が開催されました。研究会終了後，10
月20日(金)に仙台で開催される「第２回機能性評価祭り」に向けての実行委
員会が開催されました。総勢13名が集まり，杜の都仙台の街でアルコール
を入れてのまじめな実行委員会のあと，まじめな雑談を行いました。
　まじめな雑談の中で，実行委員会事務局のＳさんから名言が発せられまし
た。「情熱を持てない人はいない。」です。私はこのことばに感動，衝撃を
覚え思わずメモをとってしまいました。今，品質工学に燃えている人はすで
に強い情熱を感じている人です。私もその一人であり，品質工学に出会わな
かったら今よりは楽しくない人生を歩んでいたと思います。ということは，
品質工学は人生を送る上で情熱が持てない人に，情熱を与える救世主的な役
割を果てしてくれる可能性を秘めていると思います。
　そのように考えると，「情熱を持てない人はいない。」は大変勇気付けら
れることばです。品質工学を推進している人の大義（正しい目的）につなが
るとも思います。

皆さんの「情熱を持てない人はいない。」ということばに対しての思うとこ
ろをお聞きしたいです。

PS：生ビール2杯，宮城の銘酒，浦霞のもっきり1杯，焼酎梅割り1杯をおい
しくいただきました。そろそろ，ｚｚｚｚ･････です。 
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2028．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：7月29日(土) 11時25分

TomUiさん
東北QE研究会も頑張っていますね。機能性評価祭りの成功を祈って
います。一度参加したいですね。
最近は情熱を失った技術者が多いと感じています。原因は、目的が
明確でなく、創造的でない決められた仕事で手段に自由が与えられ
ていないからではないでしょうか。品質工学的な仕事では、あるべ
き姿を考えて新しいシステムの創造から出発しますので、技術者に
勇気と喜びを与えることが出来るのではないでしょうか。
私が指導している企業の技術者が、最近は研究の目的が明確になっ
て仕事に情熱がもてるようになったと述懐していました。
品質工学の本質を理解してほんまもんの技術者が増えることを願う
ばかりです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2029．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：mak＠管理人    日付：7月30日(日) 7時51分
mak@TQEです。初めてアップさせていただきます。TomUiさんにご
指導していただいたことがきっかけでQEに取組んでいます。
「情熱を持てない人はいない」は「潜在的に」情熱を持つことの出
来ない人はいないという意味で申し上げました。
Kazz先生が書かれているように、目的が明確でないため用意された
規格に沿った作業を必死にこなすしかない状況が大きなストレスと
なり、作業しかしていないことから問題が出たときに対処できず
益々ストレスが大きくなるのだと思います。目的を明確に出来るか
どうかはマネジメント(組織上の上位者が行うばあいもあれば、担当
者自身が行う場合もあると思いますが)ですよね。
目的の明確化、目的を実現するためのシステムの選択、システムを
評価するための機能性評価の検討と実施(結果の明確化)というマネジ
メントは技術者自身が考えることにつながり、作業ではない創造性
のある仕事につながると思います。そうなれば自ずと情熱は生まれ
てくると信じています。品質工学的な仕事が勇気と喜びを与えてく
れることは私も実感しています。プレッシャーは大きくなると思い
ますが、ストレスは小さくなると思います。
AfterTQEはいつもそうですが有意義な楽しいものでした。ただし二
日酔いで翌日つらかったことを考えると制御(因子)が足りなかったと
思われます。「ウ○ンの力」は有意な因子ですが、タイミングを最
適化する必要がありそうです。 

2030．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
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名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 10時25分

mak@TQEさん
今も昔も技術者の情熱は変わっていないと思いますが、私の若い時
代と大きく変わっていることは、業務が細分化されたことです。研
究や設計や製造の全てを知らなくてもモノができるようになったの
です。そのため与えられた部分だけをこなしておればよいのです。
私は技術者はπ型でなければならないといっていますが、専門を極
めれば自然に周りの専門技術も見に付くようになるのです。私は機
械技術者で自称「歯車の専門家」でしたが、機械回路や電気回路の
振動解析を行うためにワイリーの工業数学に精通したり、シャルミ
ーの放電加工機やディッケルのフライス加工機やアーブルグの射出
成形機を海外から購入して超精密な小型歯車を研究開発したもので
す。その結果、世界最高速のカウンターや世界最薄のクウォーツ時
計や超小型の有極リレーの開発に成功したのです。上司からの指示
待ち人間でなく自らの情熱で行うことが出来たのです。品質工学
だって自らの意思で科学的思考から脱却できたのです。
自分の能力を過信してはいけませんが、技術者は無限の能力を持っ
ているのです。TomUiさんのように胆識が無かったため、周りを巻
き込んで品質工学を普及できなかったのが悔いに残っています。現
在は学会活動を通じてこの思いを達成したいと考えて老骨に鞭打っ
て頑張っています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2031．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：TomUi    日付：7月30日(日) 15時7分

>（潜在的に）情熱を持つことのできない人はいない。＿makさん
>自分の能力を過信してはいけませんが、技術者は無限の能力を持っ
ているのです。＿Kazz先生

　私もその通りと思います。
　ただ，我々が気をつけなければならないのは，誰もが品質工学と
触れることで，情熱を持てるようにはならないという点です。人に
よって受け取り方がさまざまだからです。受け取り方はそれまでの
知識，経験，そのときのＴＰＯによって左右されます。理屈でどう
こう説明できるものではありません。したがって，無理強いするこ
とは禁物だと思います。無理強いする前に自分の説明が下手だ，説
得力が及ばなかったと考え潔くその場は引き下がるべきと思いま
す。
　こう考えると，チャレンジしがいのある高く立ちはだかっている
壁が，我々が品質工学を説明をする相手の響き方のばらつきともい
えます。人によるばらつきに対しても有効な説明の仕方があれば，
最高です。しかし，本質を曲げての説明は誤解を招くという弊害が
生じるのでここにも気を配らなければなりません。
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　7/28（金）の東北品質工学研究会では，機能性評価祭りの午前中
のイベント（入門者向け「ヘルスメータによる機能性評価」演習付
きコース）において機能性評価の説明をどうするかについて，2名の
会員が作成したパワーポイント資料をもとにかなり熱い議論がなさ
れました。最終的には大幅な修正を行うということになりました。
品質工学の本質を曲げずに入門者に理解させるにはどうしたらよい
かということで時間を割いて資料を作ってくださり，さらに，大幅
修正を快く引き受けてくださったお二人の前向きな様子，そして，
会員同士がひたむきに議論している様子をみながら，ひそかに，こ
の研究会はたいしたものだと感心してしまいました。同時に，第２
回目となる機能性評価祭り（今年は定員300名）ですが今年も成功裏
に終わることを確信しました。 

2032．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 15時57分

TomUiさん

>入門者向け「ヘルスメータによる機能性評価」演習付きコース
ではどのようなことを指導されたのですか。
「真値不明で誤差を求める」ということを入門者にどのような分か
らせるかのか興味があります。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2033．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：TomUi    日付：7月30日(日) 16時45分

Kazz先生

>「真値不明で誤差を求める」ということを入門者にどのような分か
らせるのか興味があります。

　ヘルスメータを題材に採用して検討を始めたところ色々な問題が
出てきました。7/28（金）の研究会でも議論になりました。例え
ば、ご指摘の"「真値不明で誤差を求める」ということを入門者にど
のような分からせるかのか"です。
　ここまで含めると、中途半端な説明では難解なイメージを持たれ
てしまうことは容易に想像できます。入門者に"「真値不明で誤差を
求める」ということを分ってもらう"ところまでは今回は考えないこ
とになると思います。
　入門者に品質工学の入り口に立ってもらいドアを開けてもらうこ
とを一番の目的において工夫をこらしていきます。

　したがって、残念ながら、Kazz先生の上記期待には応えることは
できないと思います。 
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2034．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 18時0分

TomUiさん
技術の「理想機能」や商品の「目標値」や計測器の「真値」が分か
らなくて「誤差」を求めるのが、機能性の評価ですから、科学の世
界が分からなくても誤差が求まることを入門者に分からせることが
大切ですね。
信号因子の予測精度を高めるのがSN比の精度ですからこの辺が分か
りにくいですね。先日も企業の指導会でシミュレーションの機能性
の評価で最適化を行って、試作品を作ったとき何をノイズにとれば
よいかと質問されました。望目特性であれば信号のばらつきをノイ
ズにとってSN比を求めればよいと説明しましたがいかがでしょう
か。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2035．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：TomUi    日付：7月30日(日) 18時20分

>計測器の「真値」が分からなくて「誤差」を求めるのが、機能性の
評価ですから、科学の世界が分からなくても誤差が求まることを入
門者に分からせることが大切ですね。＿Kazz先生

その通りだと思います。特に計測の世界では、真値不明でも計測誤
差を改善できるのがＳＮ比の醍醐味だと思っています。入門者にい
かにわからせるかはあきらめるのではなくチャレンジ目標としま
す。 

2036．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：TomUi    日付：7月30日(日) 18時32分

>望目特性であれば信号のばらつきをノイズにとってSN比を求めれば
よいと説明しましたがいかがでしょうか。 

　私は、田口先生がよく使われている「信号とノイズはすべてお客
の使用条件である。」「お客の使用条件のなかでその影響があって
欲しいものが信号であり、影響がない方が良いものがノイズであ
る。」という定義以外知りませんでした。
　その範囲の中では、信号のばらつきをノイズにとってしまった
ら、信号に影響を受けやすい設計の方がＳＮ比が低くなり、おかし
なことになってしまうと思います。私には理解できません。具体的
にどのような事例だったかもう少し説明していただけますか。

　本当は、シミュレーションで出た最適条件と初期条件でハードで
ものを作って十分改善できているかどうか確認すれば良いのです
が、コストの関係、時間の関係などから最適条件だけでものを作っ
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品質工学特集

て先に進むことが多いです。そのようなときでも、ハードとして外
乱（環境条件）、内乱（劣化など）を加えて評価します。ベンチマ
ークとしては従来品や、競合他社品を取り上げ相対評価を行うよう
にしています。 

2037．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 18時39分

TomUiさん
オームの法則やフックの法則が存在しているかの科学的な教育や真
値として分銅やブロックゲージを当て嵌めて誤差を求めることが現
実に行われているのが誤りだと初心者に分からせることが大切だと
思いますが、世の中の常識を変えることが難しいですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2040．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 18時54分

TomUiさん
混乱させてしまい申し訳ないですね。
たとえば、電気回路の場合、電圧を信号にとって計測特性を電流と
考える場合です。シミュレーションでは望目特性で評価できますか
ら、RやCやLなどのパラメータを制御因子にとって、制御因子のばら
つきを外側に割付けて最適条件を求めます。この場合でも、電圧や
周波数はノイズにとってパラメータ設計を行えばよいのです。望目
特性の場合には入力信号である電圧もノイズと考えて評価を行いま
す。
この場合、電圧を信号にとって動特性として評価した場合と最適条
件は同じになるのです。この場合、望目特性では信号のばらつきは
ノイズと考えるのが普通です。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2042．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：林    日付：8月2日(水) 15時16分
ｋａｚｚ先生
掲示板ではご無沙汰しています。

「真値不明で誤差を求める」これこそが計測の不確かさという概念
と品質工学のコアですから最重要ですが、入門者に説明するのは困
難ですね。
３ヶ月ほど前に県主催の「計測の不確かさ」セミナーに参加しまし
たが、誤差の２乗和の話をされた講師の方が「真値不明で誤差を求
める」ことをご存知なかったのには、ほとほと呆れてしまいまし
た。
政府関係のその筋の実担者レベルの話です。 
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2043．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：8月2日(水) 17時30分

林さん
不確かさでもSN比でも偏りとばらつきの大きさを含んだ誤差を評価
するのですが、統計的扱いをしないのがSN比ですから真値不明で誤
差を求めているのは両者とも同じことです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2044．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：林    日付：8月2日(水) 19時5分
TomUi様
判り易いハンドルネームですね。

＞入門者向け「ヘルスメータによる機能性評価」演習付きコース

どのように理解させるかということを考えずにＺ９０９０に従って
計算すれば、その場では理解できなくても参加者自らトレース出来
ます。

そして等間隔の信号での計測で「真値不明で誤差を求める」ことが
出来ることに重点を置けばなんとかなりそうかとも思います。

その場で理解できるのがベストですが、ＱＥの場合にはそれは無理
で、？？？と感じた人が自分でトレースしてみて始めて理解して貰
えると考えています。受講した内容をトレースする為にもＺ９０９
０準拠の入門コースをお勧めします。 

2047．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：ごん    日付：8月3日(木) 13時46分
林さん、Kazz先生、皆様、しばらく失礼しておりました。

真値不明のもとで誤差（＝実測値－真値）を求めるというと、何だ
か、
田口語録にありそうな表現ですが、昔から（、多分、今も、）物理
実験
法の授業では最初のところでかならず詳細な説明があったもので
す。

そのままの表現でしたが、説明は、その状態で「誤差」や「真値」
を
どうやって求めるか、という方向で行なわれていました。
要するにきちんとは求まらないが、いろいろな方法で測定を積み重
ねれ
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ば真値も誤差も見当はついてくる。積み重ねると言っても、単純な
繰り
返しもあれば、異なる状況からの推定の積み重ねもあります。
少なくともこのあたりまでは十分に説明されていました。

単純な繰り返しからＡ類の不確かさ、そして、異なる状況での推定
から
Ｂ類の不確かさ、この両方を総合するのに平方和を使ってよい、と
いう
ＩＳＯの不確かさの指針であいまいさがなくなりました。

それだけのことなので、品質工学に結びつければ、ひところ、「何
でも
かんでもＳＮ比」と陰口をたたかれたように、誤解されます。
ＳＮ比や機能性は不確かさとは完全に分離して理解するほうがよ
く、
中央官庁の講師の説明は適切であったと推察しています。 

2053．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：林    日付：8月3日(木) 23時46分
ごん様

＞ＳＮ比や機能性は不確かさとは完全に分離して理解するほうがよ
く、
中央官庁の講師の説明は適切であったと推察しています。 

おっしゃる意味がわかりません。

誤差の２乗和の話をされた方が、Ｚ９０９０について質問したので
すがその存在自体ご存知なかったのです。
計測の不確かさセミナーの講師です．．．．．． 

2068．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：mizgi    日付：8月10日(木) 19時48分
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Ｙ先生が【ＱＥをやるひとは・・・】と仰っていました
が・・・・。

職場の同士が異動になります。理由は？です。
おまえ何やったんだよ？　と他部門のメンバーが次から次へと彼の
もとへ・・・・別段職務規程違反をしたわけでもなんでもないので
す。
裏事情は彼も自分もよ～く分かっています。何となく予感がありま
したから。

情熱を打ち砕く人もいる。
最近皮膚感覚，内臓（肝？）感覚でそう感じます。
ある程度のことはノイズだと思ってあきらめていました
が・・・・。 

2069．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：mizgi    日付：8月10日(木) 19時49分

投稿に誤字がありました。

同士ではなく同志でした。
訂正いたします。 

2070．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：TomUi    日付：8月11日(金) 7時53分

>情熱を打ち砕く人もいる。
「情熱を持てない人はいない。」また，「情熱を打ち砕く人もい
る。」どちらも真実であり，個人がどう考えてどう行動していくか
が大事だと考えています。ここでの個人とは，自分自身でもあり自
分が接する相手でもあります。
私は，品質工学を普及している立場にあります。自分自身が品質工
学に熱い思いをもっているため，技術者が今までの考え方，やり方
で開発や評価で苦労しているのを見ると，品質工学を知ることで，
もっと創造的な面で時間を使えるようになると考え，説得に当たる
ようにしています。このとき，ともすると，ちょっとアタックした
だけで相手の反応が弱いとあきらめてしまうことがありました。
「情熱を持てない人はいない。」をわかっていれば，別の視点から
もう一押ししたかも知れません。
　一方で，品質工学を無理矢理押し付けて，向いてもいない人の情
熱を打ち砕くことにもなりかねません。その辺も考慮する必要があ
ります。

Kazz先生が，以下のことばを述べていました。
>部分最適や現状最適ではなく全体最適や未来最適を考えることが戦
略的な思考なのです。＿Kazz先生
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これは，技術面だけでなく広い面で通用することばだと思います。
　異動がどのような内容かはわかりかねますが，現在の仕事よりも
つまらない仕事への異動ということだったとしても将来を考えた場
合はどちらへ転ぶかわからないと思います。本人の考え方，行動次
第であるし，本人の周囲，環境次第というところがあるため全体最
適，未来最適を考えれば何とも言えないのではないでしょうか。
　私の場合は，つまらない仕事（自分では創造性を見出せなかった
仕事）を何十年もしてきたため今があると思っています。何とかし
たいと考えていたなかで品質工学と出会ったのが転機になりまし
た。それはたまたま品質工学がしっくりきた，今までのつまらない
仕事から抜け出すのにピタリとはまったということだけです。常に
前向き思考でアンテナを高くしておけば "災い転じて福となす" にも
なりうると思います。 

2071．Re: 「情熱を･････。」にしびれてしまいました。
名前：Kazz @管理人    日付：8月11日(金) 9時35分

TomUiさん　mizgiさん

>常に前向き思考でアンテナを高くしておけば "災い転じて福となす" 
にもなりうると思います。 

このお二人の立場は企業の現状を代表する意見なのです。お二人と
も現状に満足せず目覚めた方ですが、無責任な言い方ですが個人の
「情熱の差」で生き方が変わったのです。
お二人とも私と同じ動機で生き方を変えようと決心して実現できた
人とまだ迷っている人の差です。私はmizgiさんと同じ環境でしたか
らmizgiさんの気持ちが痛いほど分かるのです。
品質工学をご存じない方は、品質工学のよさを強調する人間は「変
わり者で視野が狭い」と考えているのです。
mizgiさんタイプの人はTomUiさんが何故上司や周りの人を巻き込ん
で成功したかを学ぶことが大切ですね。
品質工学をやらない企業でも立派な企業はあるのですから、大切な
ことは品質工学の手法ではなく、モノやコトを見極める能力を研ぎ
澄ますことで目的的な行動をとることが大切だと考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2038．「願望」と「研究目的」の違い  

名前：TomUi    日付：7月30日(日) 18時43分

file:///C¦/My Documents/掲示板/200607.html (21/32)2007/01/04 10:32:20

mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:tomui51@yahoo.co.jp


品質工学特集

　私が今でも指摘されるのが、「研究目的が明確に設定されていない。願望
になっている。」というものです。例えば、「不良率を下げるのが目的」と
言われれば、文学的には良いのかも知れませんが、あまりに漠然としてお
り、研究の目的とは言えません。「願望」と言った方が適切だと思います。
この程度になると私でもわかるのですが、実際の事例に当たったときに適切
なアドバイスをするのは難しいものです。
　そこで、研究目的をしっかりと設定する上で抑えなければならないポイン
トなどありましたらアドバイスいただけませんでしょうか？
　実際面では、事例検討を続けながら身につけていくものなのでしょうが、
抑えるべきツボのようなものがあると助かります。 

2039．Re: 「願望」と「研究目的」の違い
名前：TomUi    日付：7月30日(日) 18時53分

私が今考えていることを以下にたたき台として示します。まだ、整
理はされていません。

研究目的を設定するためのツボ
１．願望を実現するために用いる具体的な手段と道筋があったなか
での目的となっている。

２．研究する対象（範囲）が明確になっている。

（ちょうどShinさんが言われていたスコーピングが最適化の場合の目
的と一致するようにも感じます。） 

2041．Re: 「願望」と「研究目的」の違い
名前：Kazz @管理人    日付：7月30日(日) 19時13分

TomUiさん
不良率や故障率などは品質工学では考えないのが普通ですが、現実
の世界では起こっていることです。
問題が「不良率の削減」ということであっても、研究の目的は目的
機能の有るべき姿（理想機能）を考えるのが大切ですね。
「願望」は消費者の目的ですが、研究目的とは関係が無いことで
す。
勿論ですが、システム選択段階では、製造や市場におけるトラブル
を予測して損失関数でトラブルの大きさを考えることも必要です
ね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2023．(untitled)  
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名前：Shin@ASI USA    日付：7月27日(木) 2時15分

テーマ選定や，スコーピング（対象システムの範囲を決める）に本気になっ
て踏み込まざるを得なくなります。Ｕｉさん

Ｕｉさんのおっしゃるとおりで、スコーピングが鍵です。　スコーピングは
対象システムの範囲とその攻め方まで含むという考えです。　例えば新しい
スラインディング・ドアの開発で、システムとして新しい設計概念を考える
のか、システム・サブシステムをどう分けるか、要求を見直す必要がある
か、サブシステムで新しい設計概念を検討する必要があるか、パラメータ設
計が必要か、許容差設計は、などを検討してメガ・プロジェクトから一つ一
つのプロジェクトに落とし込んでいくことになります。こういうことは各企
業でやられていると思いますが、品質の家・ピュー・品質工学の考えで進め
ていくと効果的と考えています。 
http://www.asiusa.com 

2025．Re: (untitled)
名前：TomUi    日付：7月27日(木) 4時7分

また一つ勉強になりました。"攻め方まで含む"ということでスコーピ
ングということばの意味がより明確になりました。システム分割と
大いに絡む（あるいはScopingがシステム分割の英訳としても使え
る？）わけであり，企業で技術開発，製品開発を効率よくする上で
非常に重要な概念だと思います。

私も，品質の家・ピュー・品質工学の考えで進めていくと効果的と
考えています。良い事例はないかと探してはいるのですがなかなか
見つかりません。他人（ひと）を頼りにするより自分でやれと言わ
れそうですので，チャンレンジはしています。

来年の発表大会で，この辺について議論できる発表があると良いな
と思っています。ただ，品質工学の枠を越えてしまう可能性がある
のがひっかかる点です。 

2011．「研究開発の戦略」の真の姿を語る  

名前：Kazz @管理人    日付：7月19日(水) 12時7分
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最近のDr.Taguchiの語録を集めたものですが、この内容の解釈が正しく出来
ますか。品質工学に対する誤解もこのような言葉から出てくるのですが皆さ
んは正しく伝えられますか。
田口語録を正しく理解して世の中に伝えることが伝道者の務めですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2012．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：ランクス    日付：7月20日(木) 20時4分
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Kazz先生はじめまして。東北品質工学研究会のランクスと申しま
す。よろしくお願いします。
Kazz先生のおっしゃる通り、田口語録をそのまま使うのではなく本
質を理解して噛み砕くことが大事だと思います。噛み砕いて説明で
きるようになるためには書籍を読むだけではダメで、20日間コース
に代表される士官候補生のような教育を受ける必要があると思いま
す。
初心者が品質工学の書籍を読んでいきなり田口語録に出くわしたら
どう感じるか？私の経験から申しますと脳みそが強制終了するか、
ヨーグルトのようにごちゃごちゃになってしまうと思います。だか
ら伝道者の存在は大きいのかもしれませんね。

私は伝道者ではなく会社では品質保証部に属しており、開発品や購
入品の機能性評価を行っている者です。機能性評価に関しても田口
語録「サンプルは1個でいい」とか「寿命試験は1時間以内」とあり
ます。そのまま言葉の文面だけで説明してしまうと1個で1時間以内
でValidationしなければならないなどという現実離れした誤解を産む
ことがあります。ですので、「サンプルは1個でいい」とか「寿命試
験は1時間以内」というのは、今行われているスペック検査から脱却
していくために機能性評価を構築していく時の目標ですよという話
しを良くしています。いかがでしょうか？ 

2013．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：TomUi    日付：7月20日(木) 23時9分

ランクスさん，Kazz先生。東北品質工学研究会のTomUiです。
　Kazz先生からの問題提起ですが，我々にとって大変良いチャンス
を与えてくれたと思っています。
　私は一人でも多くのエンジニアに品質工学を正しく理解してもら
うことは社会的損失を減らすことにつながると信じ品質工学の普及
をしています。まれにですが，企業で品質工学を推進している立場
の人が「どうしてこの人は品質工学の考え方を理解できないだろ
う。」と優越感を匂わせながら話す人に出会うことがあります。こ
のような人のもとでは決して品質工学は広がらないと思います。理
解できないのは，相手が悪いのではなく，推進している人の説明が
下手である，さらに言えば本当に社会的損失を減らそうとは考えて
いないからだと思います。
　田口先生が話された言葉の一つ一つはそれぞれ深遠な意味がある
と年を追って感じるようになってきました。それらの言葉の本質を
曲げることなく，正しく伝えられればもっと品質工学が広がってい
るといって間違いないと思います。しかし，現実問題として本質を
正しくエンジニアに理解してもらうのは簡単ではありません。相手
に応じて説明を自由自在に変えられるという引き出しの多さが要求
されます。
　そのために，一人ではなかなか引き出しを増やせないので議論す
ることが有効です。そのチャンスをKazz先生が与えてくれていると
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考えています。ランクスさんも話していますが，外部のセミナーに
参加して先達の講師の方々の説明の工夫を盗むのも一つの方法と思
います。いずれにしても，社会的損失を減らすという目的意識，そ
の目的を達成するためにどうしたら良いかという問題意識を持つこ
とが大事だと思います。
　なお，ランクスさんの，「サンプルは1個でいい」，「寿命試験は
1時間以内」に対しての説明の仕方は私も使っており良い方法だと思
います。 

2014．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：Shin@ASI USA    日付：7月21日(金) 3時38分

「エンジニアは設計を良くしようとしか努力しないから、なかなか
良い設計ができない。」田口玄一
「悪い設計がわからなければ、良い設計ができない」田口玄一

例えばＬ１８の中でとんでもない組み合わせが必ずあります。頭の
いいエンジニアが、良い設計だけを追い求めていたら、まず試すわ
けがない設計です。パラメータ設計は良い（ロバストな）設計を見
い出すため、またその設計概念の限界を知るための設計情報を得る
ことに目的をおいています。この考え方で通常の設計・試作・テス
トのサイクルを回すことには無理があります。一つ言えるのは天才
はＬ１８をやる必要がないのかも知れません。

田口語録をまとめて、噛み砕くと言う作業は価値があると思いま
す。

だいたい田口玄一という人は天邪鬼なのです。 
http://www.asiusa.com 

2016．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：Kazz @管理人    日付：7月22日(土) 17時46分

Shin＠ASI USAさん　TomUiさん　ランクスさん
3日ほど家を離れていましたところ皆さんの発言がたまっていて吃驚
しています。
Dr.Taguchiは天才ですから、何手か先を読んで結論的な発言をされる
ので凡人には理解することが困難なのです。我々が勝手に分かった
ような顔で真の姿を語るというのは誤解を生ずるのです。
学会として正しい理解をして世間に公表しないとDr.Taguchiには失礼
なことになります。社会的損失を減らして、個人の自由の和を拡大
することが最適システムの創造に繋がるように少しでも近づくこと
が出来れば一応は成功と考えてもよいのではないでしょうか。設計
者は沢山のシステム創造する能力（固有技術と人間的な感性＝機能
美や社会的損失）を磨くことが大切であり、機能性の評価やパラメ
ータ設計でAssessmentとValidationを繰り返して理想的な設計に近づ
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ける努力が大切だと考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2017．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：TomUi    日付：7月23日(日) 10時15分

　田口先生の語録には重みがあります。本当に正しく我々がその意
味するところを理解しているかどうかは，今までの議論にあるよう
に他人（ひと）に伝えるという際に重要となります。同時に，我々
が具体的な課題に対してどうテーマ設定をするか，そして目的をど
うおくかに影響していくことからも重要だと思います
　例えば，語録のなかにある「システムの分割の方法が問題であ
る。」があります。この議論は，「標準化と品質管理Vol.59 No.6」
に掲載されていますが，私にとっても長い間考えさせられているテ
ーマです。今でも考えが十分に整理されていません。このようなケ
ース（システムをどう分割するか）にはしょっちゅう直面していま
すので身近でかつ深刻な課題です。
　具体的な例がないと議論が発散しますので，標準化と品質管理で
も触れられているミノルタでの定着器を四つの機能に分解した事例
を取り上げたいと思います。この事例は，品質工学会から賞を授与
されており，優れた事例として認められたものとなっています。私
も社内では，テストピースを使った成功事例として講義などで模範
事例で紹介したものです。
　ところが，田口先生からは問題がある事例であり，全体システム
で考えなければいけないと指摘されています。この指摘がどこから
でてきたのかを自分なりに考えた結果，田口先生が目指しているこ
とがわかってきました。要するに，ある特定の事例で上手くいった
からそれで良いのではない。同じ考え方，やり方を適用したらどん
な事例でもうまくいく（改善ができるという意味ではなく，まとも
な技術評価ができる）ものでなければならないということだと思い
ます。
　四つの機能の事例は論文を見てもわかるように確かに十分な改善
ができ，開発は短期間で成功しています。企業での一事例としては
確かに貢献しているので企業としては100点をあげても良いと思いま
す。しかし，汎用性の観点からは失格だということではないでしょ
うか。
　四つの機能に分けてテストピースで評価して成功したと言う結果
は同じでも，各々の機能間の交互作用などについて十分な解析，考
察がされていれば良かったのではないでしょうか。つまり，機能間
の交互作用がなくてチューニングだけで全体システムの最適化をす
れば良いというところまで詰めておけばよかったという意味です。
　そうなるとますます，汎用技術である品質工学だけではなく固有
技術も問われることになってくるものと思います。いかがでしょう
か。 
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2018．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：Kazz @管理人    日付：7月23日(日) 10時53分

ミノルタの例は、TomUiさんが仰るとおりだと思います。サブシス
テム間が独立であれば独立な機能性の評価は活きると思います。田
口先生がいつも仰っているのは全体のシステムの機能性が問題にな
るのですから、個々の要素部品やデバイスの機能性の評価だけでは
問題が残るのですね。個々の部品はばらついていても全体のシステ
ムが安定化すればよいのですから、サブシステムの安定化はそれほ
ど重要ではないのです。セラミックスの加工の安定化問題でも個々
のサブシステムは制御因子ですから目的機能を満足するサブシステ
ムの機能性よりも、メインシステムの機能性の評価が大切だという
ことです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2019．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：ランクス    日付：7月23日(日) 23時56分

Kazz先生、Shin@ASI USAさん、TomUiさん、こんばんは。ランクス
です。
田口語録についていろいろと参考になりました。ありがとうござい
ました。私も田口語録を噛み砕いてもっと精進していきます。
サブシステムと全体システムのお話ですが、

>個々の要素部品やデバイスの機能性の評価だけでは問題が残るので
すね。 

品質保証部で行う製品のベンチマークとしてならまだ行けるかもし
れませんが、最適化となると個々を組み合わせたときの交互作用な
どでうまくいかないことがあるのかもしれません。例を出しますと
TVチューナでは個々の機能に分けると、「検波」、「同調（目的の
周波数に合わせて信号を取り出す）」、「フィルタリング」、「増
幅」などがあげられます。C社の学会論文では同調回路の最適化のみ
をやってましたが、それだけではTVチューナの最適化とはいえない
と思います。しかしそういう最適化の方が実際にやりやすいという
のも事実だと思います。
田口先生が仰ってます全体のシステムの機能性になりますと全体シ
ステムの信号因子と計測特性の評価技術が必要ですし、制御因子の
数が極端に増えます。田口語録に「制御因子は多いほうがよく、全
部用いること」というのがあったと思いますが、全部用いるとL36、
L108などの直交表を使うことになります。よってCAEの活用が必須
になりますので、TomUiさんが言われています通りそれらを実現で
きるだけの専門技術も必要になってくると思うのです。そういうこ
とが「全体のシステムの機能性」の進みが遅いひとつの理由なので
しょうか・・・
浅い考察ですみませんがいかがでしょうか？ 
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2020．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：Shin@ASI USA    日付：7月25日(火) 0時5分

師範代（管理人というより、この方が合っていると思います。）、
ランクスさん、Ｕｉさん、また私のノイズを入れます。

システム・サブシステムの問題はなかなか理想どうりにいかないか
ら議論するのは重要だと思います。　ＤｒＴの「ＴＶ、デジカメ、
コピーは全て同様に機能性の評価をするべきである」というのを
スッと受け入れがたいというのが人情でしょう。　

皆さんの仰るとおりシステム全体の機能性評価という意味ではいい
のでしょうが、最適化となるとどうしても分解したくなるのがエン
ジニアの性です。　自動車の場合、加速の機能をロバストにして２
段階最適化すれば、燃費も騒音も加速感も良くなるでしょう。　加
速の機能を：Ｍ＝時間・Ｍ’＝踏み込み角＆ｙ＝（速度）＾０．５
にして、車のモデルごとに機能性評価するのはベンチマーキングと
して重要です。　しかし最適化となると、大きなサブシステムだけ
でも燃料配給システム・エンジン・トランズミッション・タイヤな
どがあり、それらの中や周りにサブシステムがハード・ソフト合わ
せて何十というオーダーであります。例えば酸素センサー・車体の
剛性も加速に効きます。加速以外の機能のシステム･サブシステムは
全部ノイズになります。例えば操舵・サスペンション・排気ガス浄
化などです。この場合も理想は一気に最適化でしょうか？　またタ
イヤは加速・制動・操舵全てに重要なサブシステムです。少々愚
痴っぽくなりましたが悩んでいます。基本的にはなるべく大きく
括ったサブシステムで最適化というのが今のスタンスです。

システムの機能性評価という意味でも果たしてデジカメで撮った画
像と、ＴＶの画像を機能性評価してＳＮ比を較べることにどれだけ
意味があるのかと思うのは、私の理解が浅いからでしょうか？　率
直に教えてください。 
http://www.asiusa.com 

2021．Re: 「研究開発の戦略」の真の姿を語る
名前：TomUi    日付：7月25日(火) 8時52分
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　私だけでなく皆さんがシステム分割は簡単ではないと仰っている
のを知って正直なところほっとしています。精神安定に役立ってい
ます。
　さて，熱い議論，難しい議論になってきたなかで開き直りの，あ
るいは，水を差すような発言になるかも知れませんが一つの解決策
はシステム分割を議論できる具体的な事例を数多く発表，公開して
具体的に議論することだと思います。
　ミノルタさんの事例は，田口先生からはシステムの分割に問題が
あるとして指摘されました。あの事例があって，そこに田口先生の
指摘があったから色々と大事なことを気づくことになりました。私
だけではなく多くの品質工学関係者に貢献した事例だと思います。
　品質工学の視点では，うまくまとまった優等生的な事例よりも，
ミノルタさんの事例のようなものが価値があると思います。最終的
には社会的総損失を減らすことにつながっていきます。
　このようなコメントを書き込むだけではなかなか先には進みませ
んからシステム分割について議論できるようなテーマがないかとい
う視点で現在関っている身近な事例を見てみたいと思います。その
ような事例を来年の大会で発表してつっこんだ議論ができれば最高
ですね。約束はできませんが先は長いので余裕をもって考えればな
んとかなるのではなどと現時点では甘い考えでいます。ランクスさ
んもチャレンジしてみてはいかがですか？
　2005年の研究発表大会で，Ａ社から「磁気センシングシステムの
最適化」の発表がありました。あれは，強引に全体システムの最適
化にもっていってうまくいった事例です。しかし，現実にはShinさん
が提起している車という大きなシステムをどう分割して最適化する
かに代表されるように頭を抱えてしまう事例が大半を占めます。な
んでもうまくいくわけではないことを思い知らされています。
　結局，テーマ選定や，スコーピング（対象システムの範囲を決め
る）に本気になって踏み込まざるを得なくなります。システム分割
を議論する事例を作るということになると，従来の理想状態の定
義，基本機能の議論，直交表実験，最適化，確認実験だけではない
研究論文が必要になってくるように思います。 

2000．東北品質工学研究会のホームページ  

名前：TomUi    日付：7月9日(日) 5時12分
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最近の永田メール問題からオレオレ詐欺の問題や画家の盗作問題など日本の
政治家や有識者を含めて偽装問題が連続起きている。このようなことが起こ
る背景はどこにあるか考えて見る。
人間を疑うことはよいことでないが、真実（本物）を見抜くことは大切なこ
とである。高学歴の人間が何故真実を見抜くことが出来ないのか。日本の教
育にも問題があるのである。小学校から大学までが答えが一つしかない教育
をしてきたことにも原因がある。答えが一つしかない世界では記憶力だけが
要求されて、創造力も判断力も必要がないのである。企業でも行政機関でも
仕事のマニュアル化が進んだため規格や標準類が整備されて、個人判断で仕
事をする必要がないのである。
しかも分割化が進んだため、専門以外のことは関心がなくなったのである。
レオナルドダビンチは政治、科学、技術、芸術、哲学などあらゆる分野に精
通していたが専門が何かは関係ないのである。最近の医者は専門が決まって
いて、心臓、肝臓、膵臓、秘蔵や脊髄など完全に専門が分化されたために人
間全体を診て判断する医者が皆無になってしまったのである。工学の世界で
も、機械、電気、化学など学科が分かれているため専門以外の事を聞かれて
も分からないのである。技術者や医者がT型人間ばかりで、π（パイ）型人
間が極めて少なくなったのである。
「問題」とは「理想と現実の差」であるが、理想である真実の姿やあるべき
姿が何かを考えることが大切であるから、メールの内容や絵画のあるべき姿
（本物）を調べてから、現実のメールや贋作との差を評価することが大切な
のである。品質工学ではあるべき姿である理想機能を定義して、現実の姿と
の差が問題だと考えているが、このようなことが皆さんの心の中にあれば
「ほんまもん」を見抜く能力も生まれてくるのではないだろうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1927．技術マネージャーのあり方について  

名前：Kazz @管理人    日付：6月1日(木) 15時3分

先日、ある企業で技術責任者の役割と責任について講演をしました。
勿論、品質工学の考え方をベースにして、社会的生産性を高めるような開発
体制の大切さを強調したのですが、従来の技能や技術で問題の解決を考ええ
ている皆さんには異質なもので簡単には受け入れないことが分かりました。
私も若いときは専門技術で開発をすることが全てであったので彼らの戸惑い
はよく分かります。
「問題＝理想ー現実」で定義されることは誰でも理解しているのですが、技
術問題では「問題」が「誤差」で誤差は絶対ではなく相対的な「違いの比
較」をSN比で評価すれば、問題が解決できるのだという考え方が難しいよ
うです。
多次元のSN比が大きいことは寿命も長くなるといっても、科学的に証明出
来ないことですから納得できないのでしょう。科学的に証明できる世界は点
や線のスカラー量の世界ですから、特定な場合しか役立たないのです。ネッ
トで耐震設計の現状を調べたのですが、塑性域まで配慮した設計で振動を低
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標記を紹介いたします。アクセスしてみてください。
　　　　http://t-qe.net/
会員の知恵と工夫でさらに充実させ活きたものにしていきます。 

2002．Re: 東北品質工学研究会のホームページ
名前：Kazz@管理人    日付：7月9日(日) 7時23分

TomUiさん
ホームページ拝見しました。
立派にできていますね。地方の研究会がこのようなホームページを
立ち上げていただくことを期待しています。
メインテナンスが大変ですから皆さん躊躇されているのでしょうが
品質工学会のホームページが寂しいので地方で盛り上げるしかない
ですね。
初心者向けのコーナーも期待しています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2005．Re: 東北品質工学研究会のホームページ
名前：Kazz @管理人    日付：7月9日(日) 14時2分

TomUiさん
私の「おすすめリンク集」にリンクさせていただきました。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

1994．下流から上流への展開  

名前：Kazz @管理人    日付：7月7日(金) 11時20分

今回の大会でセイコーエプソンのＨ氏の発表には説得力があって感心した。
彼は国内のセイコーエプソンで成功したオンライン品質工学（ＬＰＩ手法）
を持って中国の現地工場で品質工学の教育や普及を始めたのである。そこで
彼がとった行動は「品質工学を自分が理解しているから、誰でも理解できて
当たり前である」という「品質工学原理主義者」的な思い込みで実施して失
敗した経験から、一番困っている下流から信用と仲間をつくり上流へ評価の
見直しを促し、設計法を効率的なパラメータ設計の方法へ変化することで成
功したとのことである。田口賞を受賞したマツダも最初はオンラインから
入って上流に戻っていったと聞いているが、これが自然なのかもしれない。
　成果を出すために品質工学を取り入れたら、失敗したときに「技術が無い
からだ」といわれて、アンチ品質工学になったという話を思い出したのであ
る。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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1995．Re: 下流から上流への展開
名前：Kazz @管理人    日付：7月7日(金) 12時59分

H氏も述懐しているが、このような活動が正常でないことは理解して
いるが、過去の負の遺産である目の前の火は消さなければならない
ので、曖昧な評価で下流に多くの損害を流したことに対する償いの
対策であるとも言っている。
マネージメントがこのことに気づき、計画的に開発設計でばらつき
を加味した評価を展開して問題を事前に潰すことを指示することが
当然だと言っているのである。
一口にマネジメント戦略の不足が原因だといっても体制を変えるた
めには時間が必要であるから、下流から上流へは何時までも続くの
である。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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2006年08月 の投稿ログ

2080．「顧客の機能」と「システムの機能」の違い  

名前：Kazz@管理人    日付：8月17日(木) 10時2分

最近の学会誌に「機能性に関する技術委員会の討議」が載っているが、今ま
でも議論されてきた問題であるがさらに鮮明になったことは喜ばしいことで
ある。日本では「モノありき」から出発することが多いから、企業の組織形
態もモノ中心に組まれていることが多いのである。これは後進国スタイルな
のだが、自動車やテレビなどすでに存在している場合にはシステムの分解で
それぞれの機能を考えることが多いのである。
我々がマッサージ器を開発したときの話は何回も出したが、マッサージ器は
存在していたが、「顧客が満足する機能は何か」から出発して、たくさんの
システムの中から楕円歯車機構を考案したのである。その場合の評価も楕円
歯車の機能性ではなく、最も肩の凝りをときほごす目標曲線を理想と考えて
機能性の評価を行ったのである。Dr.Taguchiはそれに対して目標曲線はチュ
ーニング問題であるから駄目だと指摘されたが、今では標準ＳＮ比で評価で
きるのであるから、この目標曲線を満足するシステムを考案したことは正解
だと考えている。信号とノイズは顧客の機能と使用条件などのノイズの影響
でＳＮ比評価するのだというDr.Taguchiの考え方は機能性の本質であると実
感している。
また、システムを分解すればするほど加法性に問題が出てくるので、サブシ
ステムは制御因子のひとつと考えて、できるだけ大きなシステムでＳＮ比評
価をすることが大切だということも実感している。 

2081．Re: 「顧客の機能」と「システムの機能」の違い
名前：TomUi    日付：8月17日(木) 12時22分

同感です。非常に読み応えのある論説です。
　巧妙でなおかつ粘り強いＨさんの意見から，今まで私にはなかな
か理解できなかったDr.Taguchiの考えていることがわかってきたよう
な気がします。Ｈさんのご健闘にエールを送ります。
　特に，当掲示板でも議論になったシステム分割の面で参考になり
ました。全体のシステムを評価するには，コストと時間がかかりす
ぎる場合が多いためシステムを分割せざるを得ない状況に直面しま
す。Dr.Taguchiはそ「消費者の立場に立って機能を考えてシステムを
分解しなさい。」と主張しているものと理解しました。この主張に
照らし合わせて振り返ってみると，私の場合は，技術的な手段やメ
カニズムで持って分解するしかないと考えていたようです。　Kazz
先生の言われる「顧客が満足する機能は何か」を見ていなかったこ
とに気づかされました。 
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2084．Re: 「顧客の機能」と「システムの機能」の違い
名前：Kazz@管理人    日付：8月17日(木) 14時12分

TomUiさん
多くの技術者は「システムの機能」を考えるのが技術者と考えてい
ることが問題だということで、何年か前の大会でもＨさんに質問し
たことがあるのですが、当時は分かっておられなかったように思い
ました。
今回は分かって質問されているのだと思います。 

2116．Re: 「顧客の機能」と「システムの機能」の違い
名前：Kazz@管理人    日付：9月4日(月) 23時9分

論説　機能性に関する技術委員会における討議（９）
－画像機器の関する機能性評価（１）－
2006 No.4 Vol.14
田口玄一他

今までも機能性の評価は「システムの機能」で評価するのではな
く、顧客の望む機能で評価すべきであると田口先生は仰っていたの
であるが、この論説で改めてその違いを鮮明にされたことは意義が
あることだと思う。
日本では明治以後舶来品が欧米から入ってきたため「モノありき」
から出発することが多かったため、企業の組織形態もモノ中心に組
まれていることが多いのである。これは後進国スタイルなのだが、
自動車やテレビなどすでに存在している場合にはシステムの分解で
それぞれのサブシステムで機能を考えることが多いのである。
しかし、サブシステムで最適化を行っても全体のシステムでは個々
のサブシステムの最適化と矛盾する場合が多いのである。それはサ
ブシステム間の交互作用によるものである。サブシステムが完全に
独立であればそれでよいのだが、サブシステム間に交互作用がある
場合は、システムの制御因子のひとつと考えてパラメータ設計を行
うことが大切であると田口先生は仰っておられる。しかも制御因子
がたくさんあればあるほどＳＮ比による改善は大きいのである。
　個人的な話であるが、我々が昭和５３年にマッサージ器を開発し
たとき、当時でもマッサージ器は存在していたが顧客が満足するも
のではなかった。そこで、マッサージ師に肩を揉んでもらい、肩の
凝りをほぐす揉みパターンの研究を行い、「顧客が満足する機能は
何か」から出発して、たくさんのシステムを考案して、その中から
楕円歯車機構が最適なシステムであることを考案したのである。
その場合の評価も楕円歯車の機能性ではなく、最も肩の凝りをとき
ほごす目標曲線を理想と考えて機能性の評価を行ったのである。田
口先生はそれに対して目標曲線はチューニング問題であるから駄目
だと指摘されたが、今では標準ＳＮ比で評価できるのであるから、
この目標曲線を満足するシステムを考案したことは正解だと考えて
いる。今では、信号とノイズは顧客の機能と使用条件などのノイズ
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の影響でＳＮ比評価するのだという田口先生の考え方は機能性の本
質であると実感している。
　また、システムを分解すればするほど加法性に問題が出てくるの
で、サブシステムは制御因子のひとつと考えて、できるだけ大きな
システムでＳＮ比評価をすることが大切だということも実感してい
る。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2112．掲示板を立ち上げました  

名前：のっぽ    日付：8月31日(木) 23時30分

Kazz先生
　のっぽです。やっとその気になりました。ついに掲示板を立ち上げたので
す。最初に考えてから、８年ぐらい経ってしまいました。
　下記のURLです。Kazz先生に、一番最初に書き込みをお願いしたいと思
い、連絡いたします。 
http://www2.fiberbit.net/bbs/noppo/tnote.cgi 

2113．Re: 掲示板を立ち上げました
名前：柴山忠雄    日付：9月1日(金) 4時10分

のっぽさん、Kazz先生。　柴山忠雄と申します、というよりは、こ
れまで、
ハンドルネーム「ごん」と称して、発言させて頂きましたが、
Kazz先生には、ずっと、寛容なご対応を賜わり、感謝しておりま
す。
のっぽさんの討論板のご開設を機会として、今後、どちらの掲示板
でも
実名で発言させて頂くことといたしました。なお、討論板では
のっぽさんは最初のご発言にKazz先生をご指名ですが、あえて、そ
の前に、
一言、歓迎の言葉を書き込ませて頂きました。 

2114．Re: 掲示板を立ち上げました
名前：Kazz@管理人    日付：9月1日(金) 9時33分
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のっぽさん
掲示板開設おめでとうございました。
貴方には「技術にも品質がある」や「ベーシックタグチメソッド」
の著書で先を越されてしまいましたので焦っているのですが私には
真似ができません。「他人に迷惑をかけない品質工学」のようなタ
イトルで書きたいのですが、私が書くとどうしても従来の考え方の
批判に終わりそうで書くのも躊躇してしまいます。
このようなことをいうと「原さんらしくない」と矢野先生から言わ
れそうですが、人間ができていないので困ったものです。
これからも貴方の掲示板で楽しい話を期待しています。Kazzの掲示
板も忘れないでね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2115．Re: 掲示板を立ち上げました
名前：のっぽ    日付：9月4日(月) 21時23分

ごんこと柴山さん、Kazz先生
　早速書き込みいただき、ありがとうございます。おかげさまで、
順調にスタートしました。私の契約しているプロバイダーの掲示板
は、使い勝手が悪いので、少し見にくいですが今後ともよろしくお
願いします。
　以前にも発言しましたが、品質工学関連の本は、著者が限られて
いる問題があります。私はコーティングを見習うべきだと考えてい
ます。コーティングは、それこそいろいろな人が、それこそ勝手に
出版しているように見えます。その結果、すごく普及していそうだ
な、いろいろな分野で使われているのだな、という雰囲気ができて
いるのだと思います。
　品質工学も、違う人が違う切り口から出版する、そんな動きを期
待しているのです。Kazz先生お願いしますよ。先頭を切ってくださ
い。 
http://www2.fiberbit.net/bbs/noppo/tnote.cgi 

2110．望大特性の評価と規格の決め方について  

名前：Kazz@管理人    日付：8月28日(月) 10時16分
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品質工学では品質特性の評価として望小特性、望目特性、望大特性、百分率
特性で評価や許容差の決め方に違いがあるが、ＳＮ比評価の場合には望大特
性も望目特性と同じ評価尺度でよいと考えられてきた。ただし、許容差（規
格）を決める場合や安全率を決める場合には相手との契約事項で決まる問題
であるから、ロバスト性の問題とは関係なく決められることになっている。
望大特性の場合は評価と規格の決め方を分けて考えることが必要である。そ
の場合、目的や目標が何であるかで判断すればよいと考えているが皆さんの
ご意見をお聞かせ願いたい。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2111．Re: 望大特性の評価と規格の決め方について
名前：Kazz@管理人    日付：8月29日(火) 12時46分

大変分かりにくい内容なので追加して申し上げる。
望大特性などは実際には存在しないのであるが、便宜的に考えられ
た特性だと思う。実際にはデータが∞ということは存在しないのだ
から望目特性ですべて考えればよいのである。規格（許容差）を決
める場合には目的にもよるが、目標値がある場合には、許容差は目
標の前後で考えてΔ＝(Δ0/φ）で決めればよいが、目標値もなく単
に大きいほうが望ましい場合はΔ＝φΔ0で決めればよいのではない
かと考えている。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2103．確率微分方程式と品質工学  

名前：Kazz@管理人    日付：8月24日(木) 7時33分

ガウス賞の初代受賞者として京大の伊藤教授が決まったということである
が、最近では金融工学として「ウォール街でもっとも有名な日本人」と呼ば
れているようです。金融工学は確率論や微分方程式の応用だそうであるが、
応用は生物の進化や飛行機の乱流発生や通信ノイズや機械振動の発生など不
規則なさまざまな現象の解明に使われているものである。線形計画法やモン
テカルロシミュレーションなどの最適化手法もその応用といわれている。世
の中の「気まぐれ現象」の解明には使うことはできるのだが、品質工学のよ
うに確率統計を使わない人工物の最適化手法とは明らかに異なるものであ
る。この理論とは対極のDr.Taguchiはいつの世に評価されるのだろうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2104．Re: 確率微分方程式と品質工学
名前：mizgi    日付：8月24日(木) 22時49分
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評価する人がいて評価される人がいて・・・でも評価側にＱＥを少
しでも知っているひとがどのくらいいるのでしょう？
ただ・・・ＱＥを駆使して世に出た商品も少なからずあるわけです
から，間接的には認められている・・・ということにはならないで
しょうか？ 

2106．Re: 確率微分方程式と品質工学
名前：ランクス    日付：8月25日(金) 12時54分

何回かおじゃましております。ランクス＠TQEです。
ガウス賞というのはWebでちょっと調べてみたところ、国際数学連
合（IMU）が作った賞とのことです。
ガウス賞みたいなものになりますと純粋な数学理論で評価するとい
うことになるのかなと感じています。
Dr.Taguchiは米国自動車殿堂入りとか産業界では評価されています
が、学術の分野ではどうでしょうか。数理統計学者の反感を買って
いるという話しもよく聞きます。国際数学連合なんかも実は数理統
計学者などがいっぱいいるんだと思いますね。
とにかく、QEが無ければ世の中に存在し得なかったもの（例えばMO
とか）もいっぱいあるので、Dr.Taguchiも評価されて欲しいと思って
います。 

2107．Re: 確率微分方程式と品質工学
名前：TomUi    日付：8月25日(金) 19時7分

ランクスさん

>とにかく、QEが無ければ世の中に存在し得なかったもの（例えば
MOとか）もいっぱいあるので、Dr.Taguchiも評価されて欲しいと
思っています。_ランクスさん

私も同感です。Dr.Taguchiが評価されるために我々として何ができる
か考える必要があるようですね。一番の要因はまだまだ世間に広く
知られていないことだと思います。といって，短期間で特定の人が
頑張るだけでは無理でしょう。卑近な例をあげればＴＱＥで主催す
る「機能性評価祭りⅡ」の内容を研究会会員の創意工夫を結集して
さらに充実したものにし，多くの（品質工学を理解して欲しい）人
に集まってもらうなどの地道な活動，努力が欠かせないと思いま
す。

Kazz先生

関西品質工学研究会に負けないよう東北品質工学研究会も頑張って
品質工学を広めていきたいと思います。 

2108．Re: 確率微分方程式と品質工学
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名前：kura    日付：8月25日(金) 23時19分
品質工学については、それなりに高い評価がされていると思いま
す。
ただメジャーではないのも事実かと思います。
あせらず、ゆっくりとでしょうか＾＾；

最近思うのですが、品質工学とオブジェクト指向プログラミング
の両者は近い気がしています。
ロバスト化もカプセル化も結果として、技術やソースの再利用・追
加工を容易にする考え方です。

但し違うのは
プログラマーの興味は”アルゴリズム”だから、オブジェクト指向
も含まれます。
しかし技術者の興味は”目の前の現象”なので品質工学とはなりに
くいです。
大規模プロジェクトにおける品質工学式の技術開発で成功すれば、
一気にブレークするかもしれませんね。 

2109．Re: 確率微分方程式と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：8月25日(金) 23時50分

kuraさん

>しかし技術者の興味は”目の前の現象”なので品質工学とはなりに
くいです。大規模プロジェクトにおける品質工学式の技術開発で成
功すれば、一気にブレークするかもしれませんね。

科学的現象解明がメインになっている現在、数学的モデルを考えた
レスポンスの研究が目的なんですね。地震の予測や車の衝突事故防
止など危険回避システム設計の大型プロジェクトが品質工学的に行
われれば評価になるのですが時間がかかりそうですね。
「アメリカを蘇らせた男」が評価される時代は必ず来ると信じてい
ます。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2105．ＴＱＥ主催「機能性評価祭りⅡ」への参加受け付けを始めました。  

名前：TomUi    日付：8月25日(金) 12時50分
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品質工学特集

当掲示板ではいつもお世話になっております。

東北品質工学研究会，宮城県産業技術総合センター が主催する「機能性評
価祭りⅡ」の参加受付を本日より始めました。参加を希望される方は以下に
アクセスしてください。

http://t-qe.net/fef.html

定員（300名）になり次第締め切りとなっております。 

2082．「技術屋」と「技術者」の違い  

名前：TomUi    日付：8月17日(木) 12時23分

「機能性に関する技術委員会の討議」のなかで，Dr.Taguchiが何度も「技術
屋」ということばを使われています。
　「技術屋」と「技術者」の違いは何でしょうか？個人的に「技術屋」に
は，「技術者」を卑下したニュアンスがあるように感じます。
　また，Dr.Taguchiが「技術屋は手段を考える専門家であり，評価の専門家
ではない。」と話されています。この真意がわかりません。評価を行うのも
技術者の仕事のうち，責任のうちと思います。評価をやらないのが技術屋と
いうことで，昨今はやっている言葉で言うと技術屋というのは「技術オタ
ク」という意味なのでしょうか。 

2083．Re: 「技術屋」と「技術者」の違い
名前：Kazz@管理人    日付：8月17日(木) 14時7分

TomUiさん
Dr.Taguchiが「技術屋」といっておられるのは、固有技術だけを考え
ている技術者を指しているのだと思います。Dr.Taguchiは評価技術を
持っていないと仰っていますが、従来の技術者でも評価を考えてい
たのですが、品質特性のレスポンスの研究や信頼性試験や検査など
で技術や商品の評価をしていたわけです。本当の評価は将来の予測
であって現状を特別な条件で調べていることは予測ではないといっ
ておられるのです。大学では因果関係しか問題にしないから企業に
入ってからも解析などでレスポンスの研究で機能設計には興味を持
つのですが、ロバストネスの世界（機能性設計）とは異質なものな
んですね。
また、時々「原さんは技術者だから駄目だ」といわれることがある
のですが、メーカーの職種別など制御因子に相当する要因別で目的
である利益などの評価が違うといったときなどです。技術者は制御
因子と評価尺度（信号因子とノイズ）の区別ができていないことが
多いのです。 
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2085．Re: 「技術屋」と「技術者」の違い
名前：Kazz@管理人    日付：8月17日(木) 14時17分

私は老い先も短い人生ですから、世の中には妥協せず生きていこう
と決心しています。小泉さんの心境です。企業におられる皆さんは
妥協もしなければ生きていけないでしょうから、清濁併せ呑みこみ
ながら時間をかけてご活躍されることを祈っています。 

2093．Re: 「技術屋」と「技術者」の違い
名前：TomUi    日付：8月18日(金) 20時37分

Dr.Taguchiが「技術屋」と話されている意味合いが「固有技術」とい
う言葉から理解できるようになりました。「技術者」は，「固有技
術」だけでなく「評価技術」などの汎用技術も身につけている人と
理解しました。ただ，以下のようにDr.Taguchiによれば，「技術者」
であってもまだ不十分のようです。

>時々「原さんは技術者だから駄目だ」といわれることがあるのです
が、メーカーの職種別など制御因子に相当する要因別で目的である
利益などの評価が違うといったときなどです。＿Kazz先生

Dr.Taguchiがよく「技術者はだめだ。」と言われます。漠然とはわか
るのですが具体的に何を指摘されているのか理解しきれないでいま
す。
　原さんまでもがそのように言われるとは驚きです。なぜそのよう
に言われるのかわかりやすく説明していただけませんでしょうか。
理解が進むことを期待してのお願いです。「メーカの職種別な
ど････」では理解できませんでした。 

2095．Re: 「技術屋」と「技術者」の違い
名前：Kazz@管理人    日付：8月18日(金) 21時57分

TomUiさん
私がDr.Taguchiに「技術者だから駄目だ」といわれたのは２度ほどあ
るのです。一つは標準ＳＮ比を発表されたとき、従来のＳＮ比の最
適条件と標準ＳＮ比の最適条件が違うがよいのですか。と質問した
とき「原さんは技術者だから駄目だ」といわれましたが、２年後に
ご自分で今の形に訂正されて一件落着でした。
もう一件は企業の利益予測問題でＭＴ法を使うとき、企業の職種別
に考えなくてもよいのか。と質問したときに「技術屋だから因果関
係を調べたがる」といわれた時です。このことは画像評価でもプリ
ンタやカメラやＴＶ別に評価するのは駄目だといわれていることと
同じです。システムの機能ではなく顧客が望む機能はＲＧＢによる
共通した評価である。技術者はシステムが先行するため最初に頭に
くるのはモノの機能性に着目してしまうことを戒めておられるので
す。 
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http://市場における 

2097．Re: 「技術屋」と「技術者」の違い
名前：TomUi    日付：8月19日(土) 6時23分

Kazz先生

ありがとうございます。
　Dr.Taguchiが言わんとしていることの理解に近づけました。これ
は，以前に質問させていただいたシステムの分解にも関連したこと
であることもわかりました。品質工学と出会ってから早９年にも
なってこれですから，ますます，わかったつもりになってはいけな
いと肝に銘じなければとなりません。
　振り返れば「顧客が望む機能」で評価しなさいとは何度も何度も
Dr.Taguchiが話されていたことです。わかったような風をして，モノ
の機能性，因果関係に走っていた自分に気づきました。しかし「目
から鱗が落ちた」経験はありますが「一皮剥ける」までにはまだま
だのようです。これからもよろしくお願いいたします。 

2079．真実の姿に迫る機能性の評価  

名前：Kazz@管理人    日付：8月15日(火) 18時26分
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人間の生活が合理化され近代化されると画一的され、生活の個性も失われて
行く風潮に対して厳しい反省が求められている。
絵画の世界でも対象に対する感動、それをかみしめることによって対象の真
実の把握、真実に迫ることが最終の目的であるが、技術的に精進することに
絵を描くことの喜びがあり、その道程の上にこそ真実に迫る崇高な価値があ
ると思います、同じように技術の世界でも対象の理想機能に迫るプロセスこ
そが大切ではないかと考えています。 

2075．品質工学は「視野が狭い」考え方か  

名前：Kazz @管理人    日付：8月14日(月) 22時21分

企業の目的のスレッドのところで、文系の初心者という方がTomUiさんや私
の意見に対して「視野が狭い」のではないかと質問してきたが、同じように
Ｍ電工の社長からも「原さんの考え方は視野が狭い」といわれた。品質工学
がメジャーでないためか。余りにも従来の考え方と異なるためか。従来の考
え方を否定するためか。社会的損失の最小化という考え方が世間では理解さ
れないのか。従来の考え方（SN比や直交表や損失関数という言葉）を変え
たに過ぎないとしか考えないのか。皆さんはどう思われますか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2076．Re: 品質工学は「視野が狭い」考え方か
名前：TomUi    日付：8月15日(火) 8時4分

Kazz先生

　いろいろな捕らえ方があるため一言でまとめるのは難しい気がし
ます。思うところを書きます。
　まず，「社会的損失を小さくする」ことを実現するために品質工
学がありますがこれは "One of them" に過ぎません。そこが，「視野
が狭い。」と言われるひとつの原因になっているのではないかと思
います。Kazz先生や私らは品質工学を通じて社会貢献しているわけ
です。一方で，具体的に植林という活動などを通じて環境問題に身
を投じている方もおられます。I氏もその一人です。地球的規模の活
動であり，地理的な広がり，時間的な広がりも備えた人類への貢献
と言っても良いでしょう。もちろん，品質工学はあらゆる面で効率
化を目指しますから環境問題にも十分関わってきましたしこれから
も大きな役割を果たしていくことになると思います。
　「ひとつのことで良いから狭く深くその道を極めれば世の中全体
が見えるようになってくる。」とI氏から教わりました。将棋の升田
名人がその例だそうです。ただし，本当の「狭く深く」を実現でき
る人は１％もいないということでした。将棋と同様に品質工学を
「狭く深く」極めれば，世の中のことが見えてくるのではないで
しょうか。品質工学とは直接は関係ないような政治，経済，教育な
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ども見えてくるのではないでしょうか。Dr.Taguchiがその人であり，
著書の「タグチメソッド　わが発想法」を読むたびにとてつもなく
広い世界をもった方だと感じます。しかし，人によってはそう思わ
れない方もおられるでしょう。発信の仕方，受信するほうのアンテ
ナの立ち方ともにばらばらですので，仕方がないことでしょう。
　私自身としては，「視野が狭い」人よりは，「視野が広い」人に
なりたいと思っていますが，まだまだ至らなさ，未熟さを感じま
す。品質工学関連の人だけでも広い世界を持った人がたくさんおり
ます。海外へ精力的に出かけられ，すばらしい絵画を描かれている
Kazz先生しかり，本を2冊も出版されご本人の感性の鋭さ，知識の豊
富さを感じるNoppoさんしかりです。他にも大勢いらっしゃいま
す。
　今までよりは広い世界に出ることができたということだけでも，
私にとっては品質工学を知って良かったと品質工学に感謝していま
す。その点で十分満足していますので，「視野が狭い。」と言われ
ても「その通り。でも広くなるように自分なりに努力は続けていま
す。」と言い切ることができます。 

2077．Re: 品質工学は「視野が狭い」考え方か
名前：Kazz @管理人    日付：8月15日(火) 11時9分

TomUiさんが言われるように単に知識や見識程度で品質工学を分
かったような気になって謙虚でない人が多いですね。私もそうかも
しれませんので家内から自戒の書「自信は必要である。しかし謙遜
の中の自信でなければならない」を貰っているのです。世の中のあ
らゆることが予知できるようになればほんまもんなのですが、凡人
である私は胆識の域に成れそうもありません。そのうちに寿命が来
るでしょうが仕方が無いと思っています。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2078．Re: 品質工学は「視野が狭い」考え方か
名前：Kazz@管理人    日付：8月15日(火) 14時58分

Dr.Taguchiは「技術データは役立たない」とか「物理学は役立たな
い」とか「技術者は駄目だ」ということを仰るが、品質工学を学ん
でいる皆さんは本当に理解されているのだろうか。大体の技術者は
機能なんて考える前に、形があるシステムを考えるのが普通であ
る。また「品質問題はすべてSN比とコストだ」とも仰っている。
「加工技術ではノイズなどいらない。信号をたくさん取ればよい」
昔、私が昭和53年ころ「肩もみ機」を開発したとき、プロのマッサ
ージ師を呼んできて「気持ちがよい」とはどういうことかを考えて
楕円歯車機構を使ったシステムを考案したことがあるが、品質工学
とは関係ない時代であるから画期的な発想であったが、品質工学で
は当たり前のことなんですね。 

file:///C¦/My Documents/掲示板/200608.html (12/25)2007/01/04 10:33:27

mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty.com


品質工学特集

2072．再び「目的機能」と「基本機能」について  

名前：Kazz @管理人    日付：8月12日(土) 11時3分

Dr.Taguchiは「目的機能（objective function)と基本機能(generic function)
とは全く違うものである。」と述べておられるが、世の中では殆どの場合混
同して使われている。一口に機能性評価といってもどちらで「理想機能
(ideal function)」を考えるかは取引や改善の場合で異なるのである。あまり
厳しいことを言っても、機能性評価ということが今までの考え方と異なるの
ですから大目に見ようと考えているのかもしれない。ここでは両者の違いの
説明は省くが皆さんはどうお考えですか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2073．Re: 再び「目的機能」と「基本機能」について
名前：TomUi    日付：8月13日(日) 8時43分

Kazz先生

　社内外問わずですが，よく考えて使い分けている人，そうでない
人がいるように感じます。厳密に区分した方が良いのか，それとも
目くじらを立てるほどでもないと考えるかは，どちらがメリットが
あるかによるものと思います。私は最近では，厳密に考えないよう
になってきました。学会関連で最近は厳密に区分しそれについての
議論が少なくなってきたことが大きいようです。
　何の機会か忘れましたが，目的機能か基本機能かで議論が白熱し
たとき，Dr.Taguchiが「目的機能，基本機能，どちらでもいいんで
す。」と言われたことがありました。このときの議論を振り返ると
何のための目的機能，何のための基本機能を忘れてことばだけにと
らわれた議論になっていたからこのような発言をなされたのだと思
います。目的は何かについてしっかりと見据えた上での議論は，大
きな価値があると思います。
　厳密に考えなくなったとは言っても，社内では，品質工学を指導
する立場にありますから，一応は誤解を与えないように説明しなけ
ればなりません。そこで，次のように説明しています。
　「品質工学では評価をするに先立ってまず機能を考えなければな
らない。その機能には，目的機能と基本機能の二つがある。どちら
を選ぶかは目的による。単なる複数の対象システム間での比較であ
れば，目的機能で良い。消費者の立場に立って行うものであり，開
発，改善が目的ではないからSN比の加法性は要求されない。信号と
出力，ノイズともに消費者の立場から選べば良いので，消費者の使
い方が分かればよい。技術的な知見は不要である。ただし，技術的
知見が不要だからといって容易だということではなく，信号と出
力，そしてノイズをどう選ぶかは簡単ではない。
　一方で基本機能は開発，改善を目的とするものでありエネルギー

file:///C¦/My Documents/掲示板/200608.html (13/25)2007/01/04 10:33:27

mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:tomui51@yahoo.co.jp


品質工学特集

変換に着目して設定する。エネルギー変換に忠実な特性であればSN
比に加法性が成り立つからである。しかし，適切な評価のアイデア
が思い浮かばなかったり，仮にアイデアが浮かんだとしてもその評
価を実現できる計測技術が開発できない場合はエネルギー変換に忠
実なものとして設定できないため基本機能での評価を断念せざるを
得ない。そのときは，目的機能で評価を行うことになる。ただし，
基本機能での評価ができないときこそ直交表を使った実験を組むこ
とで加法性があるかどうかを確認しておくことを忘れてはいけな
い。気をつけたいのが，開発，改善を目的に使っている機能だから
基本機能とは限らないということだ。」
　開発，改善に役立ちしかも汎用性のある機能が定義できたとき
（言い換えれば汎用性があって加法性のある機能が定義できたと
き），そして，エネルギー変換がベースにあるなど納得がいく機能
になったとき初めて基本機能といえるのではないかと思います。
　品質工学を知って初めて行った実験が転写性による射出成形の実
験でした。「転写性による技術開発」には，転写性を基本機能とし
て記述してありますが，今でも，これは基本機能とは言えないので
はないかなどと考えており，自分の中で整理し切れていません。 

2074．Re: 再び「目的機能」と「基本機能」について
名前：Kazz @管理人    日付：8月13日(日) 10時11分

TomUiさん
大変明快なご説明ですね。
このような説明が書いてある本は殆どありません。殆どの本が説明
を省くか曖昧に使っていますから初心者は混乱するのではないかと
思います。品質工学便覧にはこのことを明確に書くべきだと考えて
います。

>品質工学を知って初めて行った実験が転写性による射出成形の実験
でした。「転写性による技術開発」には，転写性を基本機能として
記述してありますが，今でも，これは基本機能とは言えないのでは
ないかなどと考えており，自分の中で整理し切れていません。

今は転写性は基本機能とはなっていませんね。目的機能だと思いま
す。あの本が出た時代は新しい考え方でしたから基本機能としたの
ですが、計測技術が進歩して加工技術の原理に遡ると転写性は目的
に過ぎないのですね。現在では電力エネルギー変換や材料のエネル
ギー変換に注目されるようになってきましたね。本来の機能だけで
なく副反応の機能まで含めて同時に評価できることが一石全鳥な問
題解決なのでしょうね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2063．品質工学便覧刊行について  
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名前：Kazz @管理人    日付：8月8日(火) 23時14分

日頃から品質工学の普及発展にご尽力戴き感謝申し上げます。
会員の方々は既にご承知だと存じますが、品質工学会も来年は１５周年を迎
えることになりました。
記念行事の一つとして品質工学便覧を刊行することを計画して皆様から予約
申込みを受け付けています。
内容もご覧いただけないのに無茶なお願いですが、皆様のご協力を切に希望
する次第です。これ１冊で品質工学の全てが分かるものにしようと考えてお
ります。
お買い上げいただいた方には大会などで田口先生が講演された内容のＤＶＤ
などを付録として考えております。
申し込み用紙は品質工学会ホームページhttp://www.qes.gr.jp/の中の「予約
申込書」をコピーしていただいて品質工学会事務局までFAXまたは郵送にて
申込みください。
８月２０日までにご予約いただいた方には早期予約割引を受けることが出来
ます。

発行予定は２００７年１０月です。発行所は日刊工業新聞社です。
定価は２万円ですが、早期予約割引価格は
品質工学会員　１７０００円
非会員　 　 　１８０００円

編集内容は下記の通りです。

編集の基本方針

　原則として、学会誌に掲載された田口玄一先生のオリジナル論文を使用す
る。事例についても、同じく研究論文として確定したものから選ぶ。

編集内容（予定）

１．　品質工学の概念
２．　品質工学の方法
３．　分野ごとの品質工学のパラダイムと事例　　
３．　１　　機械 ３．　２　　加工　　　　
３．　３　　電気 ３．　４　　電子
３．　５　　化学 ３．　６　　材料
３．　７　　医学 ３．　８　　薬学
３．　９　　生物 ３．　１０　情報
３．　１１　画像 ３．　１２　人の能力
３．　１３　計測 ３．　１４　工程
３．　１５　社会科学 ３．　１６　教育
３．　１７　経営 ３．　１８　海外動向
４．　品質工学の原点
５．　品質工学会誌研究論文リスト
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６．　品質工学の用語
７．　田口玄一の著作解題
８．　索引 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2064．Re: 品質工学便覧刊行について
名前：林    日付：8月9日(水) 1時12分
kazz先生

便覧の拡販活動　ありがとうございます。
微力ですがｓｑｒｇのＨＰの表紙にもリンクを貼らさせていただき
ました。
まだ出版まで時間がありますので、先のレスのように査読体制の再
構築をお願いします。 

2045．品質工学関係の書籍・論文について  

名前：林    日付：8月2日(水) 19時24分

規格協会の発行している品質工学講座の演習問題や、品質工学学会誌や研究
発表大会の論文の査読の体制はどのようになっているのでしょうか？
シミュレーションの計算式や生データが記載されていれば、それをトレース
するのも簡単に出来ますので勉強も兼ねてやってみるのですが余りに間違っ
ていることが多くて、ほとほと呆れています。
私の計算違いという場合もあるかと思いますが、同じようなやり方で品質工
学を学ぼうとしている入門者にとっては、絶望的な状況かと思います。
査読体制の充実を期待しますが、ここにしか書けません。

以前は自由度の間違い程度でしたが、今では要因効果図が全然違っている論
文が多いです。トレースできる内容なので勉強がてら計算し直しますが結果
が全く違っています。 

2046．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：ランクス    日付：8月3日(木) 9時29分
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TQE所属のランクスと申します。お世話さまです。
品質工学会の学会論文については査読委員が査読を行っていると思
います。
私が昔受講した20日間コースで、講師が「品質工学の理解を妨げて
いる理由の一つに、書籍の事例に計算間違いがある。」と言ってた
ことを思い出しました。林さんの言うとおり書籍と学会論文につい
てはしっかり見て欲しいという気持ちはあります。
一方で、有名な某先生が「研究発表大会の予稿論文は信用するな、
間違いだらけだ。学会論文を信用しなさい」と言っているくらいで
すから、研究発表大会の論文集はいい加減なものではないでしょう
か。企業が多いですので秘密事項があったりして、捏造とまでは言
えませんが数値データや要因効果図などウソをついて発表している
可能性もありますね。 

2048．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：林    日付：8月3日(木) 18時49分
ランクス様

はじめまして。
査読委員というのは品質工学会の出版部会の編集委員のことでしょ
うか？　そうではない人にも査読依頼があることがあると聞いたこ
とがあります。
私がトレースした論文は生データが記載されたものや（今ではほと
んどありませんが）シミュレーションでパラメータ設計をした論文
で計算式が書かれているものは簡単にトレース出来ますので自分の
勉強を兼ねて計算してみるのですが、結果が　要因効果図が違うこ
とが多いです。

自分の計算間違いということもありえますが．．．
今回の書き込み　結構勇気が要りました。

地方研究会で検討された論文でしたので、これから某研究会でもと
りあげる予定です。計算が違った場合に地方研究会で会員数名で計
算しなおすことは品質工学の理解に欠かせないと考えています。 

2049．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：Kazz @管理人    日付：8月3日(木) 20時41分
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林さん

研究発表大会の論文は間違いが多い場合がありますが、１２０件の
テーマの誤りを見ることは不可能です。
品質工学誌の論文の査読はベテランの有識者約２名と編集委員で
行っています。この論文は大会論文と違って価値が高く文献として
引用されるのです。書籍にするときには数式や計算の誤りまで
チェックします。
昔、田口先生の本で私が初心者の頃、計算の誤りを正して「品質」
を謳っているのにけしからんといって田口先生を電話で攻めたこと
を思い出しています。これは計算機の桁の取り方にも関係があるの
です。
しかし、計算の誤りより内容の理解が大切ではないでしょうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2051．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：林    日付：8月3日(木) 23時16分
ｋａｚｚ先生

このスレッドの元は先月の某地方研究会での論文紹介の内容です。
と言えば対象論文がどれかお判りかと思います。

＞しかし、計算の誤りより内容の理解が大切ではないでしょうか。 

計算の誤りにより要因効果が全く違っていると結論も違います。

品質工学会誌についても昨年のことですが、規格の活用ということ
でＺ９０９０に従って書かれた内容で、生データも書かれていまし
たのでトレースさせていただきましたが、計算間違いだと思い著者
にも連絡して訂正記事を出すことになりましたが、訂正記事も間
違っていました。
担当された編集委員が全く自分で計算したとは思えません。生デー
タがあれば結論も同じで、そういう指摘（計算間違いでは？）が
あったのに全く理解されずにどうしようもない訂正記事が学会誌に
記載されました。
結局２回目の訂正記事は恥ずかしくて掲載出来ないということに
なったようです。論文著者からは丁寧な謝罪メールをいただきまし
た。
担当編集委員の名前は存じておりますが、いまだに学会の役員とし
ていらっしゃいます。
ほんの３０分程度でトレース計算できる内容なのですがそれすら実
施されていない現状には大いに危惧しています。

計算の誤り　それこそが入門者の挫折の原因です。

私がそうでした。
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２０年以上前のことです。丸善の実験計画法の演習問題でした。そ
れが地方研究会のご指導で復活できました。 

2054．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：Kazz @管理人    日付：8月4日(金) 0時14分

林さん

>計算の誤り　それこそが入門者の挫折の原因です。

貴方が言うように計算の間違いがあることはよくないことですが、
査読者や編集者の責任ではないと思います。論文の執筆者の責任で
すがどの程度の誤りかで判断しなければなりません。予測の精度を
狂わすような致命的な誤りであれば問題ですが、大勢に影響が無け
れば許される問題です。
Assessment(評価）の結果が確認実験や品質特性でのValidation(確
認）で再現性が評価されているものであれば信頼性は高いので細か
い計算間違いまでは査読では見抜けないと思います。絶対値ではな
く相対比較が大切ですからそれが逆転するようなものであれば問題
ですが、そうでなければよいのではないでしょうか。貴方の指摘が
どの程度なのか分かりませんので判断が出来ません。
他人の論文の計算が間違っていても入門者が挫折するものではない
と思います。今日も京都の研究会でテーマの発表を聞かせていただ
きましたが、品質工学の基本的な考え方が分かっていないため、手
法の形を真似しているだけなのです。計算間違いの問題よりも基本
的な信号因子やノイズの扱い方が間違っているため、無駄な実験を
行っているのです。
そのためには、場数を踏まなければなりませんがレベルの高い推進
責任者の育成が早急の課題であることを痛感しました。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2055．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：Kazz @管理人    日付：8月4日(金) 0時28分

林さん

私が編集主査の「電気と電子の技術開発」では計量研究所のＳさん
が全部のテーマの計算をされて誤りを指摘されましたが、大変な労
力だったと思います。すべての品質工学講座でそのようなことをす
ればよいのでしょうが現状では不可能なことです。学校の教科書で
はないのですから誤植や計算間違いなどはあるものと考えておくこ
とです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2056．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
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名前：林    日付：8月4日(金) 21時48分
kazz先生

どれだけ酷いことがあったのかの実例は今度お会いしたときに説明
させていただきます。

＞他人の論文の計算が間違っていても入門者が挫折するものではな
いと思います。

入門者というのは品質工学のセミナーには参加したけど研究会にも
入っていないような方の話です。当然ＳＮ比の概念についても自分
の理解に自身が持てません。ですから生データや計算式が記載され
た論文であれば、トレースした結果も同じになるはずで、勉強とし
てトレースすることがよくありました。私の体験です。
そういう品質工学の理解方法もありだと思います。そして結果が
違った時にどこが悪いか判らず結局品質工学から離れる人も多いの
ではないかと思います。丸善の「実験計画法」で田口アレルギーに
なった私です。

地方の研究会のメリットとしてそういう問題について、自分が計算
した結果が論文と違うのですがどこが間違っているのでしょうか？
と教えてもらえる所だと考えています。
先月の研究会であの論文を紹介された方に計算トレースしてない
の？とチョッピリ苦言を申し上げました理由です。
私が問題にしているのは、技術的に詳しく発表出来ない論文ではな
くてパラメータ設計のように計算式があって、制御因子の水準も
はっきりしていれば、計算トレースもそんなに負荷がかかりません
が、そんな内容ですらまともに査読されていないことが多いことに
対しての苦言です。

そういう観点では品質工学関係の先生方の計算ミスに対する感覚は
甘いと思います。
セミナーのテキストでも結構間違っていることが多いです。先月　
研究会で田中善喜さんのエクセルソフトを紹介するに当たってその
計算の確認の為に、滋賀で最初に行われた入門セミナーのテキスト
のデータを入力しましたが、やっぱり部分的にある行の計算結果が
間違っていました。あのセミナーに参加したときにノートパソコン
を持ち込んで計算結果が違うことについて発言しましたが、その時
の講師の方も中途半端な対応だったことを思い出しました。

＞しかし、計算の誤りより内容の理解が大切ではないでしょうか。 

トレースした計算結果が違っていると入門者は自分の内容の理解が
間違っているのではないか？と考えます。大きな問題です。

＞学校の教科書ではないのですから誤植や計算間違いなどはあるも
のと考えておくことです。 
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今回私が切れた．．．のは先月の論文の計算結果の違い　（これに
ついてはまだ私の計算が間違っている可能性の方が高いです。）で
はありません。
昨年のＺ９０９０に従った学会誌の記事は生データが記載されてい
ましたので、計算間違いの指摘があれば論文著者でなくても計算で
きますし、その計算も３０分程度で出来ますので編集委員の方の負
担になるとも思えませんでしたが、訂正記事はそういうことを行っ
たとは全く思えない内容でした。しかも指摘した私が間違ったよう
な記載もありました。編集委員と論文著者の間でどのような行き違
いがあったのか判りませんが、編集委員が計算しなおしても簡単に
間違った内容を訂正してＺ９０９０的に記事を編集できます。そう
いう努力を全くせずに２回の訂正記事は出せない云々で済まされま
した。
学会誌のレベル　そんなもので良いのでしょうか？ 

2057．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：権兵衛    日付：8月5日(土) 9時10分
林さん
胆識が無いので二度と書き込まないと誓ったのですが、これだけ言
わせて下さい。
林さん憤り経験者として十分良く分ります。私も会誌に２、３投稿
し、誌面を汚させて貰って言えることは、編集に携わっている方
は、超多忙ということです。(品質工学だけの仕事というのは極めて
稀です）
それも無報酬にも関わらず期限に追い詰められ、周りから叱咤が飛
び交いそれはそれは戦場状態と思っています。

で、小生は、どうかというと最近では、大会報文集は言うに及ばず
会誌の内容も懐疑的に読んでいます。また、この間違い探しを品質
工学の講義に使っているとも聞いたことがあります。
何れにせよ、初心者の独学は絶対拙いので、初心者があれ自分と計
算が違うぞとどっちが間違えているのか迷った場合は、有識者に聞
いた方が良いです。
因みにktateさんなんか丸善の実験計画法の事例を手計算し、何回
やっても合わないものだから、田口先生に聞いたところ「ああ、そ
れはミスプリです」と一言で片付けられたそうな。(少しは、憤り融
けたかな)

あと、今月号の規格の活用欄に２編に分けて小生の事例が載りま
す。前回の教訓からか編集者に計算のチェック等事細かにして頂き
ました。感謝感謝です。それでも間違いがあるかも知れませんが、
忌憚無くご指摘下さい。 

2060．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
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名前：林    日付：8月6日(日) 18時15分
権兵衛様

＞因みにktateさんなんか丸善の実験計画法の事例を手計算し、何回
やっても合わないものだから、田口先生に聞いたところ「ああ、そ
れはミスプリです」と一言で片付けられたそうな。(少しは、憤り融
けたかな)

田口先生がミスプリと言われても「それはダメです」と言わせても
らいます。
ましたコンサルタントで仕事をされている方についてはご自分のテ
キストについては自分の計算＋他人のトレースをしていただきたい
のです。
お足を頂いている場合にはよくよく考えていただきたいと．．．

＞あと、今月号の規格の活用欄に２編に分けて小生の事例が載りま
す。前回の教訓からか編集者に計算のチェック等事細かにして頂き
ました。感謝感謝です。それでも間違いがあるかも知れませんが、
忌憚無くご指摘下さい。 

期待しています。ワクワク 

2061．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：林    日付：8月6日(日) 18時30分
皆様のコメントから問題点を整理してみました。

昨年のＺ９０９０の規格の活用記事の訂正記事の扱いで感じたこと
は

間違っているという指摘があった学会誌の記事についての編集委員
の対応が文書化されて報告され、かつ審査委員会などでその妥当性
が検討されているとは思えないことです。
そういう仕組みを作らないと今回のように担当している個人の対応
が悪かった場合に私のようなシツコイ人間が相手だと問題になりま
す。

勿論学会の役員は奉仕作業ですので、その仕事の結果について批判
されるのはたまったものではありません。

個人の責任追及ではなくて、学会誌の記事についての疑問の提起が
あった場合の対応については編集委員個人の対応に任せるのではな
くて、もう少しまともな審議体制が必要だと思います。

そういう気付きの配慮が品質工学会には欠如しているのではないで
しょうか？ 
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2062．Re: 品質工学関係の書籍・論文について
名前：林    日付：8月7日(月) 19時50分
権兵衛様

＞今月号の規格の活用欄に２編に分けて小生の事例が載ります。

テーマ１としてテキストは見ましたが表２とかの記載がなくてどの
ような記事になっているか不明です。

そのテキストの生データがなく、他人がトレースできるかどうかも
わかりませんでした。
今月号が送られてくるのを楽しみにしています。 

2050．真値不明でSN比で誤差を求める  

名前：Kazz @管理人    日付：8月3日(木) 22時57分

真値不明でも下記のようにSN比で誤差が求められるのです。
理想機能　y=βM
読値（計測値）y=f(M,N)=βM+e
誤差e=y-βM
変形して両辺をβで割って
e/β=y/β-M=M'-M
ここで　M'は真値の推定値、Mは真値として
両辺を二乗して、nで割ると
σ^2/β^2=1/η=(M'-M)^2/n
このことで分かるように真値が不明でもSN比
で誤差が推定できるということです。
勿論、信号因子の間隔が同じであれば、データ
さえあれば、Sβの分母分子から信号因子が消え
るのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2052．Re: 真値不明でSN比で誤差を求める
名前：林    日付：8月3日(木) 23時33分
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ｋａｚｚ先生

＞勿論、信号因子の間隔が同じであれば、データ
さえあれば、Sβの分母分子から信号因子が消え
るのです。 

追加のフォローありがとうございます。
これを難しい計算式なしに入門者にセミナーでどう理解していただ
くかという方法論です。
計算式で説明されても普通は理解できません。

Ｚ９０９０準拠といいましたがそれも？？？の部分もあります。
しかし　やはり疑問に思った方が自分でトレースする努力なしに理
解されるのは不可能かとも思います。 

2058．Re: 真値不明でSN比で誤差を求める
名前：権兵衛    日付：8月5日(土) 9時34分
簡単に申しますとZ9090は、校正後の誤差を求めています。真値不
明というのは、例えば体脂肪率計を例にあげますと内部で脂肪率の
計算がされています。その計算そのものはばらつきませんが、手足
が乾燥していたりして値がばらつきます。極端にいうとそのばらつ
きをＳＮ比で求めようかという考え方なのです。
もっと言うと校正の誤差より使用の誤差の方が重要だよと言ってい
る訳です。計測の不確かさは、校正の誤差のみを扱っている、お客
の使用条件は、勘案していないと思って良いでしょう。だから林さ
んと不確かさの講師と話がかみ合わないのですよ。 

2059．Re: 真値不明でSN比で誤差を求める
名前：Kazz @管理人    日付：8月5日(土) 12時19分

権兵衛さん

計測の専門家らしい分かりやすい説明をありがとうございました。
製品の誤差(σy^2)は現物の誤差(σp^2)と計測器の誤差（σM^2)と
標準の誤差(σs^2)の和で表されますが、仰るように現物の誤差をSN
比で評価すれば品質は比較できるのですから、技術や商品開発では
統計的な「不確かさ」まで考える必要はないですね。
昔、品質管理の会議室で原さんは「誤差」等という時代的な言葉を
使うのはけしからんとお叱りを受けたのですが、計測の専門家は五
月蝿い人が多いですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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2006年09月 の投稿ログ

2142．ASIシンポジウムで発表してきました  

名前：TomUi    日付：9月24日(日) 2時24分

ご無沙汰しております。TomUiです。
　今，デトロイト空港で成田空港行きの飛行機を待っているところです。先
週の9/18（月），19（火），20（水）とＡＳＩのシンポジウムに参加して
きました。19（火）には，2件の発表を行いました。一つは，品質工学の推
進に関してでありもう一つはＣＡＥでのパラメータ設計事例です。参加者数
は100名くらいであり，日本での大会に比べると小規模ですが，質疑応答が
さかんな点，家庭的な雰囲気が印象的でした。また，何名かの参加者と話し
合ったなかで米国も日本と同じように参加者の多くが品質工学をいかに社内
に取り込んでいくかに問題意識を持っていることを感じました。 

2143．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：Kazz@管理人    日付：9月24日(日) 8時32分

TomUiさん
ASIシンポジウムでの講演とテーマ発表ご苦労様でした。貴方の話は
アメリカでも評価されたことと思います。日本の企業の多くはまだ
始まったばかりのところが多いのです。田口先生が「成果はアウト
プットで考えるべきで，成果が出なかったときその人の仕事量はゼ
ロというのである」という言葉の意味があまり理解されておらず，
無駄な努力が重ねられていることが問題だと考えています。全エネ
ルギーから成果を論ずるタグチメソッドは永遠の課題だと考えてい
ます。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2145．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：TomUi    日付：9月24日(日) 18時30分
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　先ほど日本に着いて本日は成田空港の近くに一泊します。海外で
のプレゼンテーションをうまくやるためのコツを一つ紹介します。
　1日目は午後からチュートリアル（タグチメソッドの一般的な紹
介，タグチメソッドに関連する手法，考え方の説明など）があり，
終了後にカクテルパーティーがありました。その中で，キャタピラ
ー社からの参加者2名（いずれもシックスシグマのブラックベルト）
と親しくなり，翌日の2件の発表のリハーサルに付き合ってもらいた
いと依頼したら快く引き受けてくれました。
　それからパーティー会場の外のソファで簡単な発表をして色々と
アドバイスを受けました。その中で，彼らが疑問と思うようなとこ
ろ，面白く感ずるところ，笑えるところなどがはっきりわかってき
ました。そこで，ホテルの部屋に帰って少しアレンジを加えまし
た。この効果が大きかったです。例えば仕込んだジョークで会場の
笑いをとることができました。
　ここで言いたいのは，海外でプレゼンテーションを行うときは，
その国の人につきあってもらいリハーサルをすると良いと言うこと
です。日本で受けるのと違うところで受けたりします。それまで
育った環境の違い，風土の違い，それに伴う国民性の違いがあるの
だと思いました。
　今後，海外でプレゼンテーションをする機会のある方は是非参考
にしてみてください。 

2146．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：Kazz@管理人    日付：9月24日(日) 18時46分

TomUiさんは英語も堪能ですからジョークまで交えて発表できると
は素晴らしいことですね。文化や考え方が異なる技術者が自分の考
え方を伝えることは大変な努力が要りますが，品質工学だけでなく
東洋的哲学を伝えることには大変な意味がありますね。また品質工
学誌の中で面白い話を公開してください。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2147．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：TomUi    日付：9月25日(月) 12時41分
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　私の英語はとても堪能といえるものではありません。ただ，本気
になって伝えたいという気持ちさえあればブロークンイングリッ
シュでも何とかコミュニケーションできるという自信が昔の経験か
ら培われているというのが大きいと思います。
　品質工学に出会う前の9年間は品質面で海外顧客のサポート（日本
に滞在し時々出張）をしていました。このときに，技術がらみの品
質問題は大変だということを身を持って知りました。後になって技
術面でのトラブルは機能性に関わることが多いためということを品
質工学から学びました。
　1998年2月に仙台で開催された品質工学入門コースで品質工学に
初めて出会ったわけですが，おおもとの技術に真っ向から立ち向か
うことができる品質工学にはまってしまい現在につながっていま
す。 

2148．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：TomUi    日付：9月26日(火) 9時37分

>田口先生が「成果はアウトプットで考えるべきで，成果が出なかっ
たときその人の仕事量はゼロというのである」という言葉の意味が
あまり理解されておらず，無駄な努力が重ねられていることが問題
だと考えています。＿Kazz先生
　私はこの言葉を初めて読んだときにびっくりしました。２乗和の
分解をエネルギー変換をこのことばで説明しているのは技術面で言
えば難しくはあるが納得ができました。さらに，我々が行っている
仕事についても同じ考え方で論じているところがすごいと思いまし
た。
　「一つの道をとことん究めつくすと全てがわかる。」ということ
ばを聞いたことがあります。田口先生はこのことばが当てはまる方
だと思います。 

2149．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：Kazz@管理人    日付：9月26日(火) 9時25分

TomUiさん
田口先生の言葉は後になって分かることが多いのです。品質工学の
基本的理念は既に1950年代の実験計画法の時代に確立していて，そ
の延長上で発展してきたものだと感じています。
品質工学のパラダイムシフトとは「頭脳労働の生産性の革新」なの
ですが，20世紀の「肉体労働の生産性の革新」に代わって21世紀の
パラダイムシフトなんですね。Ｒ＆Ｄの研究で新産業や新技術を作
り出せば，失業者もなくなり，企業での週休2日が3日や4日にするこ
とができるのです。その休みを旅行やスポーツや趣味などのレジャ
ーに使えば生活レベルの向上につながるというのが田口哲学の狙い
だと思うのです。
アウトプットで成果を評価するということは，無駄な試作や試験を
やめて機能性評価をＳＮ比で行えば頭脳労働の生産性が向上するの
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だという高邁な哲学だと考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2150．Re: ASIシンポジウムで発表してきました
名前：T・伸    日付：9月29日(金) 4時10分
塾長、ここに報告します。
TomUiさんの発表はASIシンポジウムの基調講演として立派なもので
した。英語の雰囲気をうまくつかんでいるから通じるのです。
TomUiさんお疲れ様でした。 

2138．非接触３次元測定器によるスキャンデータ精度のＪＩＳ化  

名前：mizgi    日付：9月19日(火) 23時18分

品質工学と直接つながらないとは思いますが，あえて皆さんのご意見をいた
だきたく書き込みいたします。
様々な測定器による点群データの取り込みが盛んです。リバースエンジニア
リング＝早い話が他社のコピー，ＣＡＤデータと現物との比較，切った張っ
たの手改修部品の図面化等々。
導入の早い企業は既に使い始めて久しいのでしょうが，残念ながら当事業所
はやっと買えるところまでたどり着いた・・・やり方はmizgi流ですから正
攻法でないことは確か・・・のですが・・・。
導入に向けてのリサーチにおいて，各メーカーさんそれぞれ【うちがいちば
ん】と仰いました。
非接触３Ｄデータの相対比較をどのように考えればいいのか・・・皆さんの
ご意見をいただきたいと思っています。
自身は測定器のユーザーであり，製造販売をしているのではないことをお断
りしておきます。 

2139．Re: 非接触３次元測定器によるスキャンデータ精度のＪＩＳ
化
名前：Kazz@管理人    日付：9月20日(水) 10時46分
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mizgiさん
測定器のユーザーであろうがメーカーであろうが精度の評価は技術
とは関係ないのですから評価は下記のように行います。
３次元であればＸＹＺ方向で別々なＳＮ比の評価を求めて行いま
す。
その場合，Ｘ，Ｙ，ＺをＬ９直交表に割り付けて，ノイズは調合誤
差因子Ｎ１，Ｎ２について，９個の実験ＮｏごとにＸＹＺ方向のデ
ータをとって，それぞれの方向のＳＮ比ηX,ηY,ηZを求めて，総合
的なＳＮ比はη=ηX+ηY+ηZでＳＮ比の最大条件で評価すればよい
のです。
詳細は「技術開発のための品質工学」多次元位置決め誤差とＳＮ比
を見てください。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2140．Re: 非接触３次元測定器によるスキャンデータ精度のＪＩＳ
化
名前：mizgi    日付：9月21日(木) 21時41分

Kazz先生
ありがとうございます。本は持っているはずですのでもう一度しっ
かり読み返してみます。 

2128．技術者の効率的な仕事のやり方  

名前：Kazz@管理人    日付：9月15日(金) 12時2分

「一生懸命長い時間働いても，成果が出なかったとき，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（物理的な仕事量＝F×時間）で測ってはならない。」
この文章は実験計画法の下巻538ページに田口先生が書かれている有名な言
葉であるが，我々はこのように効率的な仕事のやり方をしているだろうか。
成果を出すことには一生懸命努力をしているのだが，無駄な努力がなされて
いないかを常に反省することが大切である。工学の世界ではアウトプットか
ら原因の効果の大きさの仕事量をSN比で評価することの大切さを説いてお
られる。全体の出力から有効な成分と無効な成分の効果の比で仕事量を測る
ことの大切さを実感しているのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2129．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：のっぽ    日付：9月15日(金) 13時13分
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あえて反論を言います。
　文科系の人は、「人間は理屈だけでは動かないよ。一生懸命やっ
ている人も評価してあげないと、他の人も含めてモチベーションが
上がらないから。」と言いませんか。人を動かす、またはインスト
ールした品質工学を稼働させるには、論理以外のパワーを利用しな
いといけないのではないでしょうか。
　品質工学は、論理的にはすばらしいと思います。しかし感情的に
入れない人も多いと思います。ここの工夫がないと、空回りしませ
んか。 
http://www2.fiberbit.net/bbs/noppo/tnote.cgi 

2130．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：Kazz@管理人    日付：9月15日(金) 15時1分

のっぽさん

>品質工学は、論理的にはすばらしいと思います。しかし感情的に入
れない人も多いと思います。ここの工夫がないと、空回りしません
か。 

仰るとおりです。ここでは妥協しないように発言していますから，
すでに急流を遡って対岸に渡った人は文句なく納得しているのです
が，川の対岸から品質工学を眺めている人や溺れて引き返した人達
にとってはこのような話は簡単には分からないと思います。先日の
大会で通産省の審議官と話をしていたときにも「プロジェクトX型で
汗水たらして成果を出すのは駄目ですね」と申し上げたところ彼は
「そうは仰いますが現在の日本ではプロジェクトX型の開発もできて
いないのですから，まず汗水たらして成果を出すのが先決ですよ。
品質工学の普及は時間がかかりますよ」と一蹴されました。これが
現実ですから，品質工学会でもこのことをよく考えて従来のやり方
の上に立って如何に効率化を図るかの活動にしていかないと空回り
は防げませんね。現状を分かっていて発言していますので誤解なき
ようにお願いします。むしろ皆さんの反撃を期待しているのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2131．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：Kazz@管理人    日付：9月15日(金) 15時22分

アウトプットの成果から問題の良し悪しを考えるというとてつもな
い考え方ですから，従来のように地道に結果を見ながら，レスポン
スを修正して結果に結び付けていくやり方の方々には納得いかない
のでしょうね。科学的な証明や根拠がないと判断できない考え方の
方々をどのように説得（あるいは納得）させる方法があれば教えて
ください。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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2133．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：mizgi    日付：9月15日(金) 18時51分

お久しぶりです。
先日【テーマ確認会】なるものが所属部署で行われました。自分も
取り組み始めているテーマを発表しましたが，プレゼンの仕方が稚
拙なせいか『何をやりたいのかわからない』という反応でした。
自分は【試作】領域の担当ですが，やはり設計担当やテスト担当と
協力し合って開発を推進するのが『あたりまえ』であると考えてい
ます。したがって・・・西堀榮三郎先生の受け売りですが・・・組
織のために仕事をするのではなく，所属する企業が何をしているか
を基準にテーマ展開なり業務推進なりをしています。
しかし各部署のの管理職というのは，自分の組織からはみ出される
事をいちばん嫌うのですね。おまえは試作の人間だろう？だったら
物作りをやれ！仕様を決めるのはおまえの仕事じゃない。機能を高
めるのもおまえがやる事じゃない。図面通りにモノを作ってりゃい
いんだ！
まあこんなところです。
そして『ところで年度内に終わるんだよな？』ときました。
『終わらないとまずいんでしょうか？』
『そりゃ評価のこともあるからな，ある程度見えてないとな。』
『先が見えてるんならテーマにするまでもないでしょう？　チャレ
ンジしていくことが大切だ，と仰っていたのではないのですか？　
トップは。』
『そんなこと言っても完了しなきゃ困るだろう？』
『誰が困るんですか？あなたですか？私ですか？会社ですか？』
『・・・・・・』

成果を出さないとは言っていない。年度内でケリがつくようなもの
はテーマとして推進する意味はない，と言ったつもりだ。しかし最
終的には言い合いで終わってしまった。

成果は大切である。出なければ本来は『給料ゼロ』なのだろう。ま
さに『ただ働き』である。しかし【時間の切り売り】で食い扶持を
稼ぐことが普通である日本に，いきなり『アウトプットで評価す
る』は実現しないと思う。自分など明日からも食うに困るだろう。
情けないがこれが現実である。技術者という位置づけになってはい
るが，振り返ってみれば『成果』など本当に微々たるものである。

トップは一生懸命『笛を吹いて』あの手この手でなんとか『やる気
になって貰い』そして最終的に『成果』が出ることを期待している
のだと思う。いまはこんな『非効率』きわまりないやり方しかでき
ないのが所属企業の現状である。

品質工学をその哲学も含めて理解し，さらに自分の仕事に活かして
いけば『ダメな技術を早くあきらめて』『未来につながるしっかり
したモノ』ができるのであろう。そう思ってはいる。しかし何百年
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も『汗水』を尊び，美徳としてきた我々（最近は汗水が馬鹿にさ
れ，ヒトがやらない法律すれすれのことをやって儲けるのが偉いら
しいが）にとって，頭では分かっていても・・・というジレンマが
いまなお拭いきれない。 

2134．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：Kazz@管理人    日付：9月15日(金) 19時24分

mizgiさん
貴方の企業では「設計」や「試作」の目的が明確になっているので
すか。上司と話をするときには目的が定義されていないと議論には
なりませんね。ここで「成果」といったのは顧客が満足する機能性
の評価と改善（パラメータ設計や許容差設計の結果）ができたの
か。ということをいっているのですから，従来のように設計段階で
決まった「品質目標値」に到達したかどうかの成果ではありませ
ん。その辺を明確にして発言してください。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2135．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：mizgi    日付：9月17日(日) 17時28分

＞ここで「成果」といったのは顧客が満足する機能性の評価と改善
（パラメータ設計や許容差設計の結果）ができたのか。ということ
をいっているのですから，従来のように設計段階で決まった「品質
目標値」に到達したかどうかの成果ではありません。

Kazz先生
そういう観点で言えば『品質目標値』以外の指標を当社は持ってい
ませんから『発言』する立場にありません。
【汗水】がキーワードであると勘違いした不用意な発言でした。大
変失礼しました。 

2136．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：Kazz@管理人    日付：9月17日(日) 18時43分
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mizgiさん

貴方の企業では汗水たらして「成果」を出すことが評価の対象に
なっているようですね。しかもその成果は自分で勝手に決めた目標
にあわせることですから，顧客の欲しい機能性とは関係ないもので
す。市場でトラブルが出るのはこのような開発体制から生まれるの
です。品質工学では顧客が感ずる品質問題と，設計項目との関係を
証明することですから，自分で勝手に決めた目標に到達すれば成果
だと勘違いしているやり方とは程遠いのです。そのことを田口先生
は，無駄な作業を極力減らすことが大切だと言っておられるので
す。
日本の開発体制は「商品の品質項目」が「顧客の欲しい品質」だと
考えていますから仕方がないですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2137．Re: 技術者の効率的な仕事のやり方
名前：Kazz@管理人    日付：9月17日(日) 19時2分

品質工学でアウトプットで成果を考えると言うことは下記のように
考えるからです。
開発の成果は顧客の機能性で評価しますが，アウトプットの成果の
全体の仕事量（全出力）をＳＴで表します。その内で有効な仕事量
をＳβで表します。無効な仕事量をＳｅで表します。両者の比をＳ
Ｎ比で表して，物理的なレスポンスは考えないのです。無効なエネ
ルギーを減らすためにパラメータ設計を行うのです。ＳＮ比の考え
方は科学的には証明できない世界です。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2132．最近の技術者は「システム選択」が弱い人が多いのでは？  

名前：Kazz@管理人    日付：9月15日(金) 16時9分

最近製品を購入して感ずることは以前にも申し上げたと思いますが，２,３
年で故障してしまうのです。早いものは１年以内です。Kazzも昔は技術屋で
したから，故障の内容を見れば大体は分かるのです。ほとんどの場合，シス
テム設計に問題があります。お客の使用条件で故障するという問題でなく，
明らかに最初の設計が間違っているのです。品質工学ではロバストネスを強
調していますが，それ以前の問題なのです。差障りがありますので具体的に
は申し上げませんが，設計のベテランであれば絶対にやらないことなので
す。Kazzはメカ屋でしたからその商品の専門家でなくても簡単に分かる程度
の間違いを犯しているのです。
一つだけ申し上げておきますが，使用環境条件などのばらつきではなく，モ
ノは作った段階でも製造ばらつきはあるのです。部品のばらつきが特性にど
のように影響するかは構造設計の段階でわからなければ困るのです。老齢の
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身でこんな愚痴話をすることは情けないのですが現状なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp 
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2006年10月 の投稿ログ

2192．シミュレーションの簡易型パラメータ設計  

名前：Kazz@管理人    日付：10月30日(月) 12時16分

京都における関西品質工学シンポジウムで日産の「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」というテーマでＮ氏から次のような意見が
出された。「直交多項式でレスポンスを求めることは個々の因子間の交互作
用はないということであるから，シミュレーションの理論式を直交多項式に
置き換えてＬ３６に割り付けてノイズとの直積実験を行うことは意味がな
い。個々の因子が独立であれば因子毎に最適水準を求めればよいことであっ
てわざわざ直交表に割り付ける必要はない」私は理論式の代わりに直交多項
式を使って計算時間を短縮したことはよいことだと判断している。個々の制
御因子の最適水準を求める場合には，一因子実験でなく，多因子の組合せで
最適条件を求めた方がよいと考えるが，当日参加されていた「のっぽさん」
他の皆さんのご意見をお聞かせください。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2196．Re: シミュレーションの簡易型パラメータ設計
名前：のっぽ    日付：11月3日(金) 21時22分

Kazzさん
　こんな問題提起がされていたのですね。レスポンスが遅れて申し
訳ありませんでした。
この件については、以前から釈然としていませんでした。制御因子
の微少変化分でＳＮ比を計算する方法は、制御因子と誤差因子の交
互作用を利用するのですから、微少変化でも制御因子の感度の要因
効果図と同じ振る舞いをしたのでは意味がないですよね。だから、
田口先生の言うようにすべての実験で計算する方がいいのではない
かと漠然と考えていたのです。
　それでＮ氏の指摘になるほどと思ったのです。実際にはシミュレ
ーションの場合、制御因子の水準を大きめに設定すると制御因子間
の交互作用が出てしまう場合があります。そんなときには水準幅を
狭めて繰り返し計算するという提案がされていますが、この考え方
も今回の件に限りなく近いですよね。
　こんなところを考えています。まだ結論は出ていません。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2197．Re: シミュレーションの簡易型パラメータ設計
名前：Kazz@管理人    日付：11月3日(金) 21時58分
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のっぽさん
パラメータ設計の直交実験は交互作用がないことが前提ですから，
制御因子間で交互作用があれば利得の再現性が低くなりますね。制
御因子が独立であれば一因子実験でノイズとの交互作用で最適条件
を求めてもよいことになるはずですが，その場合でも他の因子を固
定した場合と直交表に割り付けた場合と全く同じがどうかやってみ
ようと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2198．Re: シミュレーションの簡易型パラメータ設計
名前：T・伸    日付：11月4日(土) 4時20分

一番苦労するのが、「ＳＮ比に対する制御因子間の交互作用が弱い
ということは、確認実験のみならずお客さんが使っている使用時で
の再現性が良いと言える」という考え方です。

（良い）＋（良い）＝（大変良い）というのが加法性ですよね。
「上流で良いと判断されたモノは下流でも良い」を再現性として、
確認実験でＳＮ比のゲインの推定値と確認値が近ければ、ＳＮ比に
対する交互作用が弱く主効果での加法性が証明されたわけで、加法
性が証明されたのだから下流での再現性が期待できるということで
す。しかしこのことは普通の科学者や技術者はなかなか納得してく
れません。別の言い方をすると、確認実験で再現性があれば、下流
でも再現性があるということですよね。以上のことはＳＮ比に対す
る交互作用の議論です。

ニッサンの方の発言がどういう状況で出てきたかを把握できないの
でなんとも言えませんが、ＳＮ比に対する交互作用と出力ｙに対す
る交互作用を区別しきれていないような気がします。　 

2199．Re: シミュレーションの簡易型パラメータ設計
名前：Kazz@管理人    日付：11月4日(土) 7時30分

T・伸さん

＞ニッサンの方の発言がどういう状況で出てきたかを把握できない
のでなんとも言えませんが、ＳＮ比に対する交互作用と出力ｙに対
する交互作用を区別しきれていないような気がします。ーT・伸さん
ー

日産の事例をご覧いただければよいのですが，理論式を直交多項式
に変換した場合，出力yに対する制御因子間の交互作用はなくなるわ
けですから，ノイズとの交互作用であるＳＮ比を求める場合個々の
制御因子ごとで最適水準を求めたらよいので，直交表に割り付ける
意味がないと言うのがN氏の意見ですが間違っていませんか。　 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2200．Re: シミュレーションの簡易型パラメータ設計
名前：つるぞう    日付：11月4日(土) 23時51分

この件はＢＬＯＧで取り上げようかと思いましたが、先にこちらで
話題になっていますので、久しぶりに書き込みます。

　Ｎさんの意見は、「直交表の実験の目的は、制御因子間の交互作
用の有無、つまりは下流再現性の有無の評価にあるのだから、最初
から加法性＝下流再現性があると分かっている系での直交実験は、
それ以上得る情報はなく意味がない」という主旨であろうと思い、
下名も全く同意するところです。

　感度（Ｎ０）の直交多項式の結果だけから、内側×外側Ｎの直積
の評価と同等の情報を得るのは不可能で、この事例はたまたま因子
間に直交性があったからうまく行った事例だと思っています。（厳
しいことを言えば、この事例では大きな主効果は多数の因子のうち
２つしかないように見え、感度やＳＮ比の再現性はほとんどこの加
法性の高い因子で説明できているのではないでしょうか）。

　しかし、直交表を再現性不明での評価ではなく、源流の品質（基
本機能）による評価で、加法性が明らかであり、最適水準を求める
ためのツールとして使用するような場合には実験数削減と言う意味
で一定の価値はあるかもしれません。が、いずれにしても品質工学
としての新しい切り口にはなりえないのではないか、と愚考する次
第です。 

2183．良いパネルディスカッションとは？  

名前：TomUi    日付：10月29日(日) 6時10分

　パネルディスカッションとはこのようなものと気づいたのは，何回かの品
質工学関連の社外のイベントに参加してからです。ときどき，新聞に掲載さ
れることがありましたが，パネルという言葉から研究発表大会でのポスター
セッションのようなものをイメージしていました。
　ここ２，３年聴講者だけではなくパネラとしてあるいは司会として参加す
ることが多くなってきましたが，内容によっては，大きなアウトプットが出
せたり出せなかったりすること，そして，大きなアウトプットを出すのは容
易ではないと感ずるようになりました。
　そこで，今後に生かすために，皆さんの意見をお聞きしたい。以下に，私
のドラフト（たたき台）を示します。
１．パネルディスカッションのアウトプット（仕事量）は何か？
　参加者の役に立つことだと思います。何らかの気づきがあったり，今後の
仕事の進め方，考え方についてのヒントが与えられたりすることだと思いま
す。
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２．パネラとして難しい点とは？
　今回はKazz先生からホンネの話を期待していると何度も事前に言われてい
ました。これは簡単ではないです。誤解される危険があるからです。実際の
ところ，シマノのパネルディスカッションでは，話したあとの参加者の反応
をみて，「しまった。誤解を与える発言だった。こう話すべきだった。」な
どという考えが頭の中を駆け巡っていました。といって，優等生的な意見だ
けでは価値がないケースが多いです。パネラとしてリスクを感ずる点です。
３．パネルディスカッションの魅力とは
　ライブであることだと思います。何が起こるかわからないという緊張感，
期待感もあります。逆に通り一般の平凡な議論はつまらないものになりま
す。 

2184．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：Kazz@管理人    日付：10月29日(日) 8時31分

TomUiさん

＞ライブであることだと思います。何が起こるかわからないという
緊張感，期待感もあります。逆に通り一般の平凡な議論はつまらな
いものになります。ーＴｏｍＵｉさんー

ＴｏｍＵｉさんのご提言は貴重だと思います。学会の中でも原に司
会などやらせたら何が起こるか分からないから駄目だという意見が
あるのです。私は司会など全く苦手ですからお断りしたのですが批
難を覚悟で引き受けたのです。議論の内容は当たり前のことではな
く，品質工学の問題点や普及の難しさなどを「聴衆の立場」で話し
合うのがアウトプットだと思います。結論は必要がないのです。皆
さんに“気づき”を与えれば成功だと思っています。会場の意見も
聞くことも必要だと思いましたが提起した問題が多すぎて失敗しま
した。問題を絞るべきでした。反省だけが残った司会でした。

http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2186．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：Kazz@管理人    日付：10月29日(日) 10時58分

パネルディスカッションではまずパネラーの皆さんが成功された苦
労話などを話していただくことが会場からの要望だったと思うので
すが，私はいきなり普及の問題など社会トラブルなど切実な問題に
突入してしまい，厳しさだけが残って岩崎さんの言葉ではないです
が慈愛のある司会ではなかったと反省しています。そのような余裕
がなかったということが本音です。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2187．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：TomUi    日付：10月29日(日) 11時3分

　シマノでの企業交流会のちょうど一週間前に仙台で「機能性評価
祭りⅡ」が開催されました。その場でも，パネルディスカッション
が開催されたのですが，参加者からはおおむね好評でした。構成
は，いずれも企業の人で司会が１名，パネラが４名でした。私はパ
ネラの一人として参加しましたが，次のような理由があったと考え
られます。
　まず第一に，壇上に立った人の一体感です。この「機能性評価祭
り」は，「東北の地を機能性評価のメッカにしよう。」というスロ
ーガンのもとに企画されたものです。機能性評価の魅力を一人でも
多くの人に知ってもらおうという気持ちを5名全員が持っており，そ
の上でディスカッションしたということがあげられます。
　二つ目は，周到な準備です。このイベントの６か月前から司会が
イニシアチブをとり，メール上でどのような内容にするかのやりと
りが始まりました。パネラそれぞれ（全員）が自分の主張をメール
で率直に述べた上で，司会が構成をまとめて，パネラの所属企業，
パネラ自身のキャラクタをうまくつかんで肝心なところを話させる
ようなシナリオを作成しました。時間配分も含めて大体のシナリオ
ができあがった上でのディスカッションをすることができました。
　三つ目は本番でのアドリブによるライブ感です。実際の場面で
は，パネラはもともとのメールでの議論内容にとらわれずに当日の
事例発表の内容などからアドリブも入れて本音の意見をそれぞれが
述べていました。（会場からもそのように受け止めていたようで
す。）。第一の一体感，また，第二の周到な準備があったおかげで
余裕のあるアドリブを入れられたものと思います。
　残念だったのが会場の意見が聞けなかった点です。時間が４０分
と短かったこともあり，壇上だけのディスカッションに終始してし
まいました。
　シマノの場合は，祭りとは異なり，当日初めて顔を合わせる人が
多いこともあり大変難しい状況にあったと思います。参加された
方々のために壇上に立った人がどう貢献できるかなど少なくとも共
有できるところまで持っていった上で本番を迎えられれば良かった
ものと思います。
私はパネラの一人でありその辺での取り組みに甘さがあったと反省
しています。Kazz先生にすっかり甘えてしまいました。もっと図々
しさを出してKazz先生をサポートした方が良かったと思いました。 

2188．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：のっぽ    日付：10月29日(日) 12時13分
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TomUIさん
　非常に良いテーマですね。流石です。今回私が感じたことを言い
ます。
パネル討論の対象と目的は何か、を考えました。主な対象は、学会
員なのか、経営者なのか、参加していただいたシマノの社員なのか
が一つ目。目的は設問に対する回答を与えることなのか、課題を提
供し議論をすること自体なのかが二つ目です。

　TomUIさんの課題提起を見て考えた結果、以下のような結論にな
りました。パネル討論は、参加者に課題を提起してその場で考えて
もらうこと、そして議論をしてもらうこと、模範解答を出すことが
目的ではなく参加者の気付きが重要であること、そしてシマノの社
員にはそのようなやり取りを見てもらい品質工学とはそういう課題
に挑戦しているのだと感じてもらうこと、です。

　当日のやり取りを見ていて、Kazzさんの期待は、パネラーから模
範解答を引き出すことにあったのではないかと感じました。なぜな
ら、司会のコメントで「○○」というようなことを言って欲しかっ
た、または「○○」ですよねというような言葉が聞かれたからで
す。Kazzさんの思いは十分に感じとれたのですが、論点を議論した
という捉え方が出来ませんでした。
　弊社の近藤が原さんに食ってかかりましたが、あそこで経営者の
立場と考え方が明確に出たと思います。そういう考え方だからだめ
なんだという言い方では議論にならないので、会場に振って少し考
える時間を作ることに意味があると思います。近藤も原さんとの論
争でなく会場からの意見があれば、もっと柔軟に対応すると思いま
す。

　以上が正直な感想です。もちろん、あれだけ緊張したパネル討論
は原さんでなくてはできませんし、十分価値があったと思います
が、TomUIさんの提起に敢えて答えるとすると、以上のようになり
ました。議論のたたき台になればと思います。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2189．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：mizgi    日付：10月29日(日) 19時22分
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＞パネルディスカッションのアウトプット（仕事量）は何か？

だいぶ前になりますが日産さんで行われた企業交流会に参加しまし
た。交流と言っても懇親会には出ていませんから厳密には『聴講』
にとどまるものでしたが・・・。
数値による表現は難しいですが，TomUiさんが仰るとおり『気づき
＋モチベーション向上度（加算が成り立つかは？）』の総和ではな
いかと思います。ただ，その持続にもよると思いますが。
感情が交錯することもあるでしょうから，時間を十分に取る必要が
あると思います。
また，場をコントロールする能力が司会者には必要でしょう。

サッカーが好きでよくＪリーグを観に行きますが，主審の『能力の
差』でゲームが良くも悪くもなります。ルールによる笛だけではな
く，ゲームをコントロールすることが主審の機能だと思っていま
す。

『食ってかかった』というシーンは想像するしかないですが，ディ
スカッション以前の準備が必要な気がします。 

2190．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：TomUi    日付：10月30日(月) 7時19分

>ディスカッション以前の準備が必要な気がします。 ＿mizgiさん

そうですね。準備は大事だと思います。Kazz先生は，ちょうど１か
月前から，パネルディスカッションのアジェンダをＥメールで関係
者に送付したり，我々の発表内容を入手するなり準備を進めていま
した。課題があるとすれば以下の点だと思います。私がすでに述べ
たことと一部だぶります。
１．司会者，パネラが次の２点について共有する（共感レベルに達
すれば申し分ないがそこまでは無理と思う。）
(1)誰のためのパネルディスカッションか？
(2)目的は何か？
この２点とものっぽさんが指摘していたことです。

２．司会者だけでなくパネラも主体性を持って準備に当たる。
　ここは私の反省点でもあります。パネラは，「司会に任せれば何
とかなるだろう。」などという甘い気持ちになりがちだと思いま
す。私は，Kazz先生にメールを入れたりはしたのですが，今，考え
ると傍観者的な甘えがあったと反省しています。どう進めるべきか
などについても積極的に意見を述べるべきだったと思います。

３．それでは，どう準備を進めるか。
　異なる企業，異なる立場での司会者やパネラがどう効率よく準備
を進めるかが課題として残ります。今回行ったようにＥメールをう
まく使うというのは手段として有効です。しかし，Ｅメールをうま
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く使うということだけでは対策とはなりません。それぞれが時間が
とれないなかの準備ですから，この辺をうまくやるアイデアなどが
あれば皆さんから教えていただければと思います。 

2191．Re: 良いパネルディスカッションとは？
名前：Kazz@管理人    日付：10月30日(月) 8時2分

パネルディスカッションのやり方についてこれだけ議論されること
は掲示板でなければできませんね。司会者もパネラーも聴衆にとっ
ても大変よいことです。
ＴｏｍＵｉさんが言われるように他人事で参加すると責任が希薄に
なってしらけてしまいますね。日産で東大の先生が司会したときが
あるのですが，司会者は品質工学をご存じなかったので技術開発の
一般論を話されたことがあります。この司会者は皆さんとの打合せ
は全くなくその日突然参加されたようです。私も討論の内容が偏っ
ていて面白くなかったので会場から質問しました。
今回は私からパネラーにメールしたのですが，返事が来たのはＴｏ
ｍＵｉさんだけでした。その他の方はあまり真剣に考えたようなと
ころがなかったように思います。私の目的はＤｒ．Ｔの考え方がど
れだけ理解されているのか。品質工学を普及させるためには経営者
や推進リーダーの役割や責任について本音で述べていたかったので
すが空回りしたところがあります。これは司会者の責任ですが事前
の準備が大切ですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2178．企業交流会inShimanoについて  

名前：Kazz@管理人    日付：10月28日(土) 11時0分

今回の㈱シマノで開催された企業交流会の皆さんの印象はどうでしたか。私
も関西でやるとしたらシマノさんがベストだと推奨した手前成果が気になる
のです。
シマノさんの工場を見て頂きたかったのですが，自転車博物館の見学しかで
きず少し残念でした。ご存じない方に申し上げますが，シマノの自転車部品
は日本だけでなく，世界の自転車業界ではトップの座にあるのです。先代の
社長の信念があってアルミ材料を主体に設計製造している企業です。例えば
ハンドルに使われているブレーキ部品は１０ミリの丸材から５段階の鍛造工
程で造られていますから，無駄が全くでないのです。アルミ材料以外を使う
ときには社長の許可が必要だとも聞いています。しかも，シマノの部品を集
めれば一台の自転車が組めてしまうのです。その上，世界最高の品質だと評
価されているのです。
Ｄｒ．Ｔもシマノを見学されてその感想を「タグチメソッドわが発想法」の
中で次のように絶賛されています。
「シマノの研究者は自由な発想で適正な予算と自由に取り組める社内風土の
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形成が必要なことを再認識させられた。それが経営者の最大の戦略だと思
う。技術を開発するためには基本的に自由がなければならならないことを日
本の経営者は肝に銘じる必要がある。」
シマノではシックスシグマを取り入れたことでも有名だが，他社とは全く異
なる「シマノ流シックスシグマ」を確立して品質工学を核に進めているので
す。
さて，企業交流会の内容ですが，シマノの企業活動以外には新鮮味がなく
がっかりしました。企業に属していると周りとの柵などを考えるためか本音
の話が聞けないことが残念です。今回の発表された企業は品質工学の優等生
なのですが，Ｄｒ．Ｔの考えておられることとの格差がまだ大きいと感じま
した。私も企業の指導をしていて痛感することですが，パラダイムシフトは
まだ始まったばかりという印象です。
私の発言が厳しすぎるという意見がありますが，品質工学というより日本の
企業の発展を考えたとき，今の企業の考え方の甘さが限りなく気になるので
す。今朝の新聞でも三菱ふそうの改良ハブの破断事故の問題やソニーの充電
池による国内最初の火災事故など企業の根幹を揺るがす大事故が後を絶ちま
せん。日本の教育問題でも受験一辺倒の教育のため偏った教育が蔓延してい
る始末です。何のための誰のための企業活動か教育なのか目的不在の行動が
当たり前になってしまっているのです。恐ろしい世の中になりましたね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2179．Re: 企業交流会inShimanoについて
名前：のっぽ管理人    日付：10月28日(土) 13時35分

Kazzさん
　企業交流会での司会、ご苦労様でした。
シマノに関して面白い話を聞きましたので紹介します。今月の初め
に、日本規格協会主催の標準化と品質管理全国大会がありました。
そこで、経産省の標準化課長の講演がありました。そこで知った話
です。

　自転車は繊維やミシンと並んで戦前の日本の輸出を引っ張ってい
た機械産業でした。品質を維持向上させるために各種の規格を作り
ました。その数は数千に上るそうです。小さな部品一つ一つまで、
そしてその作業手順に至るまできめ細かくフォローされているから
です。その結果、どこで誰が作ってもきちんとした自転車ができる
ようになったのです。
　しかし、落とし穴がありました。台湾や中国が参入してきたので
す。きちんとした製造規格があるので、輸入品の品質もきちんとし
ているので、あっという間に国産と入れ替わってしまったのです。
ママチャリなどは、現在一万円ぐらいでスーパーなどで売れれてい
ますよね。当然国産メーカーは大打撃です。
　ここでシマノの戦略が出てきたのです。シマノは規格を無視した
のです。変速機というユニット単位では規格を守るので互換性があ
りますが、ユニットの中では規格を無視し少しでも良いものを作ろ
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うとしたのです。その結果、シマノの変速機は大人気となったと聞
きました。

　Kazzさんが最近気にしている現象を説明できるような気がしま
す。つまり、日本の最近の技術者は一生懸命仕事はしますが、それ
は規格を守るような「作業」をやっているだけなのでしょう。規格
を無視してまでもいいものを作ろうという「内容のある仕事」はし
ていないのではないでしょうか。

　ＱＣは製造現場の仕事の質を維持するためには必要です。しか
し、開発設計者には、ＱＥでなければならないのです。規格や標準
に対する態度もまったく逆ですよね。守る姿勢と無視する姿勢。作
る側が勝手に決めた規格や規則を守ればいいのだといえるのは、製
造現場だけですよね。開発設計の技術者は守っているからといって
免責はされないはずです。そこの理解が欠如してきているのでしょ
う。シマノの例は、日本の今後を考える上で大変参考になると思い
ます。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2180．Re: 企業交流会inShimanoについて
名前：Kazz@管理人    日付：10月28日(土) 15時21分

のっぽさん
企業交流会ではお世話になりました。早速アップありがとうござい
ました。シマノの話は面白いですね。シマノのアグレッシブな開発
の姿がよく現れていますね。
私の質問のＱ２である経営者が質問がおかしいといわれていました
が私の喋り方に問題があったのでしょうか。最近の経営者の問題を
指摘したのですが本人の問題だと勘違いされたのでしょうか。
「規格の決め方」の問題でも皆さんから期待した答えが出なかった
のは何故でしょうか。現在の企業ではＪＩＳの「規格値の決め方通
則」は関心がないのでしょうか。気になりますね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2181．Re: 企業交流会inShimanoについて
名前：TomUi    日付：10月28日(土) 22時0分
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Kazz先生、交流会では大変お世話になりました。
　シマノでの企業交流会は大変良かったです。参加してよかったと
思いました。1921年操業ということですので長い歴史のある会社で
ありながら、ぴちぴちとした躍動感のようなものを感じました。ま
た、自転車館では、信念を持って地域貢献に当たっているところを
聞いてすがすがしさのようなものを感じました。館内に張られた小
学生が描いた自転車の絵も良かったです。
　すごいと思ったのはシックスシグマを取り入れた1998年に実験計
画法を見切って品質工学を取り入れて同じ年に田口先生を招聘して
講演会を開催したところです。Kazz先生が推薦したのが理解できま
す。 

2182．Re: 企業交流会inShimanoについて
名前：TomUi    日付：10月29日(日) 6時9分

「規格の決め方」の問題でも皆さんから期待した答えが出なかった
のは何故でしょうか。現在の企業ではＪＩＳの「規格値の決め方通
則」は関心がないのでしょうか。気になりますね。＿Kazz先生
Kazz先生の"期待した答え"とはどのようなものだったのでしょうか？
私が察するにこの課題に対して，パネラが危機感を感じて真剣に向
き合ってこれからどうすべきだという考えを述べ，さらには私だっ
たらこのようなアクションをとっていくというような意見を期待し
ていたのではないかと思いますがいかがですか？
　ちなみに，私はなるべくホンネの意見を述べるように意識してい
たのですが，消極的な意見に終わったように感じています。本気
で"規格の決め方"について考えてみる価値があるとあらためて気づか
されました。 

2185．Re: 企業交流会inShimanoについて
名前：Kazz@管理人    日付：10月29日(日) 8時53分

Ｄｒ．Ｔが「規格値の決め方」という本を出されたのは1984年のこ
とです。その本のまえがきで「規格の決め方に対する一つの提案を
書いたものです。本書の提案は十分に応用され研究しつくされた上
で書いたものではなく問題点が多く残されていると思います」と書
かれています。
しかし，その後，ＪＩＳ委員会で二つのＪＩＳ「プラスチックの寸
法許容差の決め方」と「製品の品質特性ー規格値の決め方通則ー」
が制定されたのです。最近は機能性評価が中心になってしまったた
めか許容差設計も許容差の決め方も隅の方に追いやられてしまった
としたら問題です。規格は約束事であって品質問題とは直接関係な
いのですが，規格に入らない場合は技術開発をしなければならない
のです。生産者からモノを買うときには経済的な「安全率」が必要
になるのです。
パネラーの皆さんからご意見が出なかったことは非常に残念なこと
です。 
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http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2173．(untitled)  

名前：T・伸    日付：10月26日(木) 1時14分

VOCという点で何回も Dr.Tと言いあいになりました。Dr.T は品種と品質の
問題にわけ、さらに品質は顧客品質と技術品質にわけて割り切り、自分は技
術品質の評価を問題にしているのであって、品種の問題と顧客品質は対象に
しないといって終わります。どんな機能を開発するのかや、客の好みを把握
することも重要という点では Dr.T は同意しますが、自分は興味がないとい
うことです。Toyotaのミニバンのチーフ・エンジニアが1ヶ月かけて米国人
がミニバンをどう使っているか・何に困っているか・何を欲しがっているか
を徹底して観察したという話が米国では有名になっています。ファミリーミ
ニバンのVOCを得るには遊園地や駐車場やなどが適しているそうです。 

2174．Re: 小善と大善について
名前：Kazz@管理人    日付：10月26日(木) 9時55分

 

Ｔ･伸さん

Ｄｒ．Ｔの考えていることは凡人には理解できないことが多いので
す。そのために誤解を生んでいるのだと思います。私もＤｒ．Ｔの
言葉をそのまま繰り返して発言すると原は非情の男だと言われてし
まうのです。Ｄｒ．Ｔは天才で偉人ですから許されるとしても凡人
の私が同じことを言っても「鸚鵡返し」になるだけです。Ｄｒ．Ｔ
は商品品質（品種）はどうでもよいといっているのではなく，品種
は顧客が買う前の問題であって，買ってからの品質問題が殆ど評価
されていないので，品質工学はその部分をやるのだと仰っておられ
るわけですね。「商品品質の問題は他の人がやっているから，私は
人がやらないことをやるのだ」といっておられるわけです。そうか
といって全く考えていないのではなく，ＳＮ比の中にも感度の中に
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も「顧客の欲しい機能」も含めて顧客の満足度を評価しているので
すから凄いのです。
「品質を改善したいときは，品質を測るな」も同じことで小善を果
たすためには大善を考えろ。といっておられるわけです。
添付した図はＴｏｍＵｉさんがメールで送ってくれたものですが，
稲盛さんの講演からとったものらしいです。その中で，私が誤解さ
れているのは，大善の考えをベースにして推進をされているからだ
というのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2175．大善は非情に似たり，小善は大悪に似たり。
名前：TomUi    日付：10月26日(木) 17時46分

TomUiです。補足説明します。
　この資料は講演からとったのではありません。あるきっかけから
稲盛和夫さんに関心を持つようになりました。稲盛和夫氏が著した
書籍「成功への情熱　-Passion-」を読んでいたところ，品質工学推
進に当てはまるところがありました。
　さっそくパワーポイントにして2006年入社新人，社内講師のため
の講義で使っってみました。品質工学をどう広めるか考える上での
ヒントがあるように感じています。大善，小善の使い分けが必要な
のでしょうが大善的な推進をしていてもこの「野鳥と老人」の物語
を読むと救われるような気がしてきます。
　また，誤解のないように付け加えますと稲盛さんは経営者として
社員をどう育てるかについての説明にこの話を持ってきています。
社員に好かれるようなことばかり考えていては社員は育ちませんよ
ということです。ということで，Kazz先生にはエールを送ったつも
りでした。 

2176．Re: (untitled)
名前：Kazz    日付：10月26日(木) 17時26分

TomUiさん
温室育ちで甘やかされて育った社員は企業が赤字になったとき困る
ということでしょう。京セラは社員に厳しいところがあって昔は入
社しても退職する技術者が多かったと聞いています。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2177．Re: (untitled)
名前：T・伸    日付：10月26日(木) 20時59分

Tom Uiさん、Kazzさん、いい話ありがとうございます。 

2167．最近の商品に物申す  
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名前：Kazz@管理人    日付：10月24日(火) 18時34分

特定の商品名は伏せるが，最近使っていて感ずることは顧客側の立場で設計
されていないということである。その対象は競合相手に勝つために，機能や
性能面でどんどんエスカレートしているのである。顧客としたら使う上では
殆ど望まないことに力を入れているのである。そのため，使用するときの部
品コストが数倍に跳ね上がっているのである。もっと悪いことは部品の交換
が顧客側でできないため，メーカーへ送り返している時間のタイムラグが問
題になるのである。「何のため，誰のため」に設計しているのか分からない
のである。
このことはパソコンソフトでもいえることで，バージョンアップをするたび
に余分な機能が増えて使いにくくなっているのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2168．Re: 最近の商品に物申す
名前：TomUi    日付：10月25日(水) 5時19分

TomUiです。10/21(日）にＮＨＫテレビ番組「ようこそ先輩」を見
ました。カーデザイナー奥山清行氏が山形大学附属小学校にいって
の講義でした。最初に後輩達に「大切な人」のために車を設計しな
さいという課題を与え想像で絵を描かせ説明させました。例えば
「お父さん」が大切だと答えた後輩は，お父さんが後部座席でテレ
ビを見ながら乗っている絵を描いていました。運転は自動運転に
なっています。休日ぐらい運転もせずにテレビを見ながら目的地ま
で着くような車だったらお父さんが喜ぶだろうと考えたのです。奥
山氏は「本当にお父さんはそんな車を望んでいるんですか？家に
帰ってお父さんとじっくりと話し合ってみてください。それが宿題
です。」と言って一日目の授業を終えました。次の日に描き直した
後輩達の絵はがらりと変わっていたのです。家族でテレビをみなが
ら移動できる車の絵を描いた後輩の絵は，テレビはなくて丸テーブ
ルを囲んで団欒している絵に変わっていました。その子のお父さん
は休日にテレビを見ながら移動できる車よりも，家族と語り合いな
がら移動できる車が欲しかったのです。我々は，得てして勝手な思
い込みで「お客」が欲しいことを考えているではないかと考えさせ
られました。

http://www.nhk.or.jp/kagaijugyou/list/list1.html
に番組のあらましが載せられています。 

2169．Re: 最近の商品に物申す
名前：Kazz@管理人    日付：10月25日(水) 9時40分
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TomUiさん
昨日も企業で講義していて感じたことですが，技術者の多くは決め
られた仕事をこなしているだけです。既に企画が決まっていて顧客
が望む機能等考える必要がないのです。当然ノイズなど殆ど考えて
いないのです。スペックの目標値を達成する設計をして無駄な試作
品を何個か作って長時間の寿命試験をして製造に渡せば設計責任は
果たしたと考えているのです。
家庭の主婦の方がよっぽど商品についてはご存知なんです。品質工
学で主張している顧客が望む機能や望まない機能など考えて仕事を
する必要がないのです。ある技術者が述懐していましたが，自分の
仕事で機能をどう考えたらよいか分からないというのです。これが
企業の実態ですから，顧客が望まない機能がかってに増えて使いに
くい商品が氾濫することになるのです。品質工学が普及するために
はこのような実態を破壊するマネジメントが必要になるのですが容
易なことではないですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2170．Re: 最近の商品に物申す
名前：のっぽ    日付：10月25日(水) 12時51分

TomUiさん
　いい話ですね。どこかで使えそうです。Kazzさんの言うように、
今の技術者は作業をこなしているだけです。考えているように見え
ても、すごく浅いところでしか物事を見ていません。もうちょっと
考えてよ、と言いたくなる場面が多いですね。管理者に報告できれ
ば良いと考えているようで、きれいなシナリオを書く人ばかりが増
えています。
　きれいなシナリオは社内では通っても、主婦は納得しない･･･。我
が家でも主婦が時々テレビに向かって文句を言ってます。そんな声
が技術者まで届かないのですね。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/index.htm 

2172．Re: 最近の商品に物申す
名前：Kazz@管理人    日付：10月25日(水) 14時35分
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のっぽさん
今の技術者は苦労せず与えられた仕事をこなす事しか考えていない
のですね。品質工学を使えば今抱えている問題が解決できそうだか
ら使ってみようと考えているのです。品質工学を理解するためには
たくさんの資料に目を通す必要がありますが，そんな努力はしたく
ないのです。
Kazzはそれほど頭がよくないのでDr.Tの本は勿論ですがたくさんの本
や資料を参考にしてきました。また指導を通してたくさんのことを
学びましたのである程度の評価技術が身についたと思います。
一つのことを身に着けて胆識にするためには努力が必要ですが，好
きでないとできないことですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2157．経営者の役割と推進リーダーの役割について  

名前：Kazz    日付：10月19日(木) 9時17分

10月27日に企業交流会がシマノ㈱さんで開催されますが，そのときにマツ
ダ㈱，リコー㈱，松下電器産業㈱，アルプス電気㈱，シマノ㈱の経営者や推
進リーダの方と下記のような内容でパネルディスカッションを行います。
最近，企業で品質工学の講演や指導をする機会が多いのですが，品質工学に
ついてあまりにも認識度合いが低いことを感じています。そこで，品質工学
の普及について優等生である上記の企業の皆さんにホンネの話をしていただ
きたいと考えています。この掲示板をご覧の皆さんも考えてみてください。

シマノ企業交流会パネル討論会で討論したいこと。
技術開発のマネジメント力と品質工学の推進
－経営者の役割と推進リーダーの役割－

品質工学の普及と定着は心・技・体の一体化とバランスが大切であるが，そ
れぞれの問題で経営者と推進リーダーの役割をお聞きしたい。

Ⅰ．品質工学のもの造りの「心【志】」について

Ｑ１．品質工学の本質的な考え方は「社会的損失の最小化」「個人の自由の
和の拡大」など頭脳労働の生産性の改革【(1)試験から評価へ (2)科学的思考
から技術的思考へ (3)もぐら叩きからの脱却】と考えているが，経営者とし
て推進リーダーとして「新しい産業や新しい技術の創造」でどのようなパラ
ダイムシフトを試みられて成功したか。まだ不十分な面があるとすれば今後
の課題は何かを語っていただきたい。
【例えば，田口先生は品質工学の目的は社会的な生産性を上げることだとい
われている。しかも頭脳労働の生産性が大切だということだ。企業でもR&D
で新産業を作る研究をすれば，失業者は吸収できるし，開発設計で機能性の
評価をやって無駄な労働時間を短縮すれば，2日の休みを3日か4日にするこ
とだってできるのだ。その休みを旅行やスポーツなどの趣味やレジャーに使
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えば国全体が潤うことになる。】

Q2． 経営者として企業の「利益」の向上が最終目的だと思うが、企業の利
益と顧の利益や社会的な損失をどのように考えているのか。最近、社会的不
祥事が頻発しいるが，再発防止より未然防止に対する具体的な対策はどのよ
うに考えているか。
「安全設計」はどのように配慮しているか。

Ｑ3.　部門の仕事の評価や従業員の仕事の評価，とくに技術者の評価はどの
ように行っているのか。数年前の大会発表の中に「1デシベルはいくらに相
当するのか」とう発表があって実行委員長賞を授与したことがあるが，皆さ
んはどう考えるか。
「問題を起こさず効率的な仕事をしている技術者」の評価を具体的に行って
いるかそのためには，「人づくり」がもっとも大切だと思うが「ほんまもん
のマネージャーや技術者」を育てることにどのような努力をされているか。

Ｑ4．　経営者や推進リーダーとしては，自らの「役割（機能）責任」を果
たしているか。「技術戦略」として先行性，汎用性，再現性の高い「技術開
発テーマ」を決めているか。再発防止の「問題解決テーマ」は減っている
か。減っていないとしたらその原因は何か。

Ⅱ．次に，「技」の面で討論したい。

Q5．　田口先生は「一生懸命，長い時間働いたけれど，成果(顧客の満足度
を達成すること)はゼロだったとき，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で測るべきで，Ｆ×ｔのようなイン
プットで測ってはならないことは応用の世界では明らかなことである」と
仰っているが皆さんはどう考えているか。
　ここで先生が「アウトプット」といっているのはパワースペクトルの世界
から原因系の効果の大きさである仕事量をＳＮ比で考えることである。

Q6． 「品質を得たければ，機能性を測れ」といわれてきたが，品質工学を
成功させるためには，顧客が望む機能を満足する「システム選択」がキーポ
イントになると思うが，システムの創造と評価技術の育成を同時に行う体制
をどのように構築しているか。最近はＴＲＩＺなどの手法が脚光を浴びてい
るがシステムの創造力を高めるためには効果があると思うか。

Q7． ＣＡＥを活用した試作レス･試験レスや検査レスはどの程度進展して
いるか。相対的な機能性の評価と絶対的な寿命試験の評価の違いをどのよう
に説明されているか。ハードでもソフトでもSN比の予測精度（真値の推定
誤差）を高めることが問題だがどのように努力されているか。
品質工学を活用された場合、Assessment（評価）に対するValidation（認
証）はどのような体制で行われているか。開発段階での寿命試験は機能性評
価に変わっているか。最終的なValidationは何で行っているか。（相対評価
と絶対評価の整合性） 

Q8． 製品特性の「規格の決め方」がＪＩＳで決まっているが，実際に使わ
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れているか。関係企業との規格値の決め方は従来と変わったか。使われてい
ないとしたらその理由は何か。

Q9． 品質工学を普及させるには，従来の考え方(科学的な思考やＱＣなど)
の上に立って，目的によって使い分けることが大切だという人がいるが，品
質工学との融合を必要と考えているか。パラダイムシフトをする場合，障害
とはならないのか。

Ⅲ．最後にマネジメント戦略の「体制」について考えてみたい。

Q10. 今までの組織形態や仕事のやりかたが「顧客の機能別」で分解すべき
だと言うことが品質工学の主張だがみなさんの企業の実態はどうか。このこ
とが品質工学を実践する場合のネックになっていないか。
例えば，組織がシステムやサブシステム別に分かれている場合，技術開発や
商品開発で「組織の枠」が障害になることはないのか。 

Q11．　皆さんは品質工学の普及定着に努力されて成功された方々である
が，従来のやり方に固執する頭の固い（？）経営者や中間管理職を説得する
方法は何か。

Q12．　技術テーマが決まったとき，関連部署が集まってコンカレント体制
で基本機能を考えるマツダの開発体制は立派だが，他の企業でもテーマごと
にプロジェクトチームやタスクチームを作って活動していると思うが，成功
する秘訣は何か。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2158．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：TomUi    日付：10月20日(金) 5時44分

TomUiです。当日のパネルディスカッションにパネラとして参加し
ます。よろしくお願いします。フライングになってしまいますが，
質問，意見を述べます。Ⅰ，Ⅱは大変答えにくいのですが，Ⅲは比
較的答えやすいように感じます。Q10に対しては質問を，Q11，Q12
については私の意見を述べます。

Ⅲ．最後にマネジメント戦略の「体制」について考えてみたい。

Q10. 今までの組織形態や仕事のやりかたが「顧客の機能別」で分解
すべきだと言うことが品質工学の主張だがみなさんの企業の実態は
どうか。このことが品質工学を実践する場合のネックになっていな
いか。
例えば，組織がシステムやサブシステム別に分かれている場合，技
術開発や商品開発で「組織の枠」が障害になることはないのか。
（質問1）「顧客の機能別」で分解すべきとありますが，具体的には
どのように分解することなのか説明していただけますか？
（質問2）システムやサブシステム別に分かれている場合とありま
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す。技術面で最適化を行う対象ということであれば分かりやすいの
ですが，組織でのシステム，サブシステムとは何を意味しているの
でしょうか？ 

Q11．　皆さんは品質工学の普及定着に努力されて成功された方々で
あるが，従来のやり方に固執する頭の固い（？）経営者や中間管理
職を説得する方法は何か。
A11＿当社では品質工学をツールとして取り入れた５つのプロジェク
ト活動が現在も動いている。その中でDMプロジェクトは新製品につ
いてモデル製品，モデルラインを決めて設計部門，品質保証部門，
生産技術部門，製造技術部門，製造部門，購買部門といったものづ
くりに関わるすべての部門が関わっている。このようなプロジェク
トを立ち上げた大きな目的は仕事のやり方を変えることにある。毎
月１回事業部ごとに開催されているDM推進会議にはトップマネジメ
ントも参加し，具体的な事例をもとに議論し仕事のやり方を変える
べくお互いが切磋琢磨している。時間はかかるが確実な方法であり
進歩も見られている。

Q12．　技術テーマが決まったとき，関連部署が集まってコンカレン
ト体制で基本機能を考えるマツダの開発体制は立派だが，他の企業
でもテーマごとにプロジェクトチームやタスクチームを作って活動
していると思うが，成功する秘訣は何か。 
A12＿A11と関係するが，各部門の責任者が集まって議論することに
ある。プロジェクトによって動き方が異なるが，トップマネジメン
トが入った会議とは別に事業部内で週一の頻度で回している会議を
持っているプロジェクトがある。その中でもリーダーが熱意をもっ
て仕事のやり方を変えるための渦の中心となって強いリーダーシッ
プを発揮して昔のやり方から変革を図っているところがある。そこ
は非常にうまく行っている。 

2159．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：Kazz@管理人    日付：10月20日(金) 18時45分

TomUiさん
企業交流会の始まる前に議論が始まってしまったようですね。

（質問1）「顧客の機能別」で分解すべきとありますが，具体的には
どのように分解することなのか説明していただけますか？

この質問は今の企業にとってはサプライズなことなのです。日本で
は最初からモノが存在して組織ができている場合が殆どではないか
と思います。顧客の立場で考えるとそのことはどうでもよいことな
のですね。例えばプリンタを考えた場合，顧客が欲しいのは紙に印
刷できればよいのですから，どんなシステムでも構わないのです。
たまたま，今のプリンタの殆どが用紙が所定の位置に送られてきて
画像を印刷する構造になっていますから，メーカー側から考えた場
合，用紙を一枚送る機能と画像を印刷する機能に分けて評価するこ
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とになっているのです。「手段は自由，評価は顧客の立場」で考え
た場合，評価にはシステムは関係ないということです。システムを
どうするかや組織をどう分けるかはマネージャーの責任でやること
で，技術屋は手段の専門家であって評価技術はゼロだからマネー
ジャーの問題だといっているのです。

（質問2）システムやサブシステム別に分かれている場合とありま
す。技術面で最適化を行う対象ということであれば分かりやすいの
ですが，組織でのシステム，サブシステムとは何を意味しているの
でしょうか。

今までは既存の商品について組織をシステムやサブシステムで分け
てそれぞれの部署で開発したものを寄せ集めて最終的な商品にする
場合があると思いますが，技術手段別の組織の場合には顧客が欲し
い機能を満足するものができないことが多いと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2160．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：Kazz@管理人    日付：10月20日(金) 19時3分

TomUiさん
松下電器の場合，過去にはテレビやビデオやオーディオやパソコン
などの事業部が存在していましたが，現在はデジタルネットワー
ク、デジタルコミュニケーションのパナソニック商品として統合し
た顧客から見た場合，同じような機能を持った商品群で共通の技術
課題を追求すれば技術開発の無駄も省けて効率的な商品開発ができ
るのではないかと思います。機能別な組織にすることが品質工学的
な組織ではないでしょうか。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2161．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：のっぽ管理人    日付：10月20日(金) 21時43分

Kazz先生
　私は登壇しないのですが、少しだけ意見を言わせてください。

まず、組織は機能別にすべきだという点です。原則は良く分かりま
す。しかし、具体的なイメージがわきません。技術開発段階では機
能別組織にすることは分かりやすいですね。でも形を作り上げる設
計では、機能別というよりユニット別に分けているのが現状です。
私のイメージする製品は、複写機やプリンターなど大きいのでそう
感じるのかもしれません。

また、機能別組織という言い方は、別の意味に誤解される可能性も
ありますね。単に状況に対応したフレッキシブルな組織と勘違いさ
れるかもしれません。何かいい言葉はありませんか。 
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http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2162．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：Kazz    日付：10月20日(金) 22時7分

のっぽさん
仰るように機能別組織という表現は分かりにくいですね。技術開発
では機能性を考えることは品質工学の世界では理解されてきたので
すが，組織の場合には商品などのシステムで考えているのが日本の
現状ですからね。テレビでもカメラでもプリンタでも基本機能は共
通でも他の機能が異なるのですから，やはりシステム別に組織化す
るしかないのですかね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2165．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：T・伸    日付：10月24日(火) 6時6分

システム・サブシステムに関して述べます。

開発活動の中で、商品開発はサブシステムごとでもいいのではない
でしょうか。つまり今のプリンターのコンセプトであれば紙送り、
トナーのディスペンスからFusing というように分けて開発する。そ
の場合R社ととC社の紙送り機構の機能性評価することには意味があ
る。　

ただ、Dr.T は特にこの10年商品開発は考えないという立場で話して
いるから、技術開発の場面、新しいコンセプトを考える場面となる
とやはり全体で考えるべきである。そしてシステムとしての機能性
評価は当然全体でやるべきである。そうしないといつまで経っても
日本の技術者はクリエイティブになれないよ、パラメータ設計のよ
うな最適化なんかは自動化されていくのだから、そんな技術者はい
らないよ。というのがメッセージだと思います。 

2166．Re: 経営者の役割と推進リーダーの役割について
名前：Kazz@管理人    日付：10月24日(火) 18時18分
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T・伸さん
仰るとおりDr.Tは商品開発設計など品質工学とは関係ないとまで言い
切っていますから，システムやサブシステムなどどうでもよいので
す。
TVでもプリンタでもカメラでもビデオでもプロジェクタでも，顧客
の望む基本的な機能は同じであるから，技術開発の段階では画像品
質の評価は一つであるといわれているのですね。ただ商品になった
ときに商品固有の機能があルカら，それぞれの機能で評価すればよ
いと解釈しています。新しい産業が生まれるためには従来のシステ
ム（技術手段）に拘るのでなく自由な発想で考えないと新しいモノ
は生まれてこないということなんでしょうね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2154．リコーの解析ソフトRIPSESが、販売中止になりました  

名前：のっぽ    日付：10月9日(月) 11時4分

Kazzさん
　題名にあるように、長年ご愛顧いただきましたRIPSESの販売を、このた
び中止しました。社内事情による決定です。今後の購入および改良はなくな
ります。
Kazzさんのリンク集にあるRIPSESのページへのリンクも、削除をお願いし
ます。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/ 

2156．Re: リコーの解析ソフトRIPSESが、販売中止になりました
名前：Kazz＠管理人    日付：10月12日(木) 21時29分

のっぽさん
ＲＩＰＳＥＳへのリンクを削除して，のっぽさんのホームページに
リンクさせました。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2163．Re: リコーの解析ソフトRIPSESが、販売中止になりました
名前：TT2910HH    日付：10月22日(日) 22時47分

RIPSESのユーザーです。現在2ライセンスで運用していますが、ライ
センス数を増やしたい場合は今後どのようにすれば良いのでしょう
か？？ 

2164．Re: リコーの解析ソフトRIPSESが、販売中止になりました
名前：のっぽ    日付：10月22日(日) 23時22分
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TT2910HHさん
　販売を中止しましたので、ライセンス数の増加にも対応できませ
ん。まことにご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2155．北朝鮮による侵略に備えましょう。  

名前：防犯・防諜普及会    日付：10月10日(火) 21時40分

防犯・防諜普及会

北朝鮮による侵略に備えましょう。

日本政府の動議により、北朝鮮非難の安保理決議1695号が可決しました。
これに対し北朝鮮は強く受け入れを拒否しています。国際社会から孤立した
北朝鮮にとって今後の進展は厳しいものとなり、局面の打開を目指して一気
に軍事的行動に出てくる可能性が高くなります。国民の皆さんは、進んで国
防に協力しましょう。特に開戦に備えてスパイ活動やテロ活動を強化します
ので、周囲に工作員や、北朝鮮に協力しそうな人物がいないか気をつけま
しょう。また反政府的な言動をするグループなどが防衛行動を妨害するかも
しれませんので積極的に情報を政府機関に通報しましょう。
（以下、あて先明記のこと。）
内閣情報調査室
http://www.iijnet.or.jp/cao/cas/jp/goiken.html
公安調査庁
psia@moj.go.jp
自衛隊情報本部
kouhou1@joint.info-jda.go.jp
自衛隊中央情報保全隊
gsopao@jgsdf.info-jda.go.jp
警察庁警備部公安課
http://www.npa.go.jp/goiken/index.htm
入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/cgi-bin/datainput.cgi
政府機関への総合窓口
http://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 

2151．のっぽの品質工学討論板　を新しくしました  

名前：のっぽ    日付：10月8日(日) 11時26分
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Kazzさん
　悪質な書き込みと、使いにくいシステムから逃れるために、新しく開設し
ました。よろしくお願いします。下記URLです。Kazzさんのお勧めで、同じ
フォームにしました。 
http://www3.ezbbs.net/04/noppo/ 

2152．Re: のっぽの品質工学討論板　を新しくしました
名前：Kazz@管理人    日付：10月8日(日) 12時24分

のっぽさん
新しい討論版にお邪魔しました。
私の兄弟ができたようで嬉しいです。
先日の関西品質工学シンポジウムのご講演ありがとうございまし
た。
大変分かりやすい内容で皆さん喜んでいると思います。
関西の3つの研究会も切磋琢磨して東京や東北の研究会に負けないよ
うに頑張って生きますのでご支援を頼みます。
ＱＣとＱＥの件あまり拘ると普及に支障が出てきますので程々にし
て田口哲学の素晴らしさを強調していこうと考えています。
最近原点回帰が盛んに叫ばれていますが，品質工学も基本精神に
戻って科学と応用の世界の違いを世間に理解させることが大切だと
考えています。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2153．Re: のっぽの品質工学討論板　を新しくしました
名前：のっぽ    日付：10月8日(日) 14時2分

Kazzさん
　新しい掲示板への早速の書き込み、ありがとうございます。やは
りこのフォームが見やすくて安心できますね。作成もとても簡単で
した。当分、無料のバージョンでいきます。

　関西品質工学シンポジウムの講演がお役に立てたのなら幸いで
す。かなり私の勝手な言い分のところも多かったですが、それなり
に理解していただいたようです。シンポジュームの後の懇親会でも
何人かの人と話したのですが、QCとQEの関係は、受け取る人によっ
てさまざまな反応があります。厳密な話をしだすと、面白い内容を
含んでいますが、当面は程々が良いかもしれませんね。Kazzさん指
摘のとおり、誤解を受けないような表現に修正しようと思います。 
http://www3.ezbbs.net/04/noppo/ 
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2006年11月 の投稿ログ

2194．第１０回経営者懇談会　開催のご案内  

名前：Kazz@管理人    日付：11月3日(金) 17時50分

品質工学会　第１０回経営者懇談会　開催のご案内

今問われる日本企業の技術開発戦略の在り方とは？
　　　　　－富士ゼロックス(株)　齊藤常務講演　及び全体討議－

　　　　　品質工学会　事業部会　
経営における品質工学研究委員会

　拝啓　時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃より品質工
学会の事業につきまして、格別のご高配を賜り、誠にありがとうございま
す。
品質工学会では、経営者の研究会「経営における品質工学研究委員会」を
2003年7月に発足し、経営者同士が各企業の品質工学推進について発表・討
論を重ね、研究発表大会での「経営セッション」での発表、あるいは品質工
学誌への論文投稿などを行っております。その議論の中心は企業における品
質工学を軸とした技術マネジメントの改革になっていますが、今後はさらに
日本企業全体を想定して新しい技術開発マネジメントの在り方を議論してい
くことにしております。この経営者懇談会においてもその取り組みを進めて
いくことを企画させていただきました。
今回は本委員会で中心となって活躍されている富士ゼロックス（株）齊藤常
務取締役研究開発本部長に「技術経営と品質工学の融合事例」の演題でご講
演いただきます。齊藤氏は富士ゼロックスにおいて自ら陣頭指揮を執ってド
キュメントメーカーのトップ企業を目指すための技術開発戦略を進めてこら
れました。その実践の一例として技術経営と品質工学の融合について具体的
に語っていただきます。
さらに本学会の原副会長に齊藤氏講演のコメント及び全体テーマに関する問
題提起を行っていただき、それらを受けて全体討議を行います。全体討議の
議論の中心となっていただくパネリストには経営者として技術開発戦略に直
接関わっておられるアルプス電気(株)谷本常務、東亜合成(株)中島常任顧
問、司会として(財)化学技術戦略推進機構　日吉部長研究員をお迎えし、全
体テーマを軸に「技術開発戦略における品質工学の役割と課題」について齊
藤氏、原氏を囲んで徹底的に討論いただきます。
　また、討論の後、参加者交流の場としていつものように懇親会を行いま
す。
　皆様の積極的なご参加をお待ち申し上げます。　　　　　　　　　　　　
　　
敬具 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

file:///C¦/My Documents/掲示板/200611.html (1/22)2007/01/04 10:35:15

mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/


Kazzの品質工学特集

2195．Re: 第１０回経営者懇談会　開催のご案内
名前：Kazz@管理人    日付：11月3日(金) 18時2分

今問われる日本企業の技術開発戦略の在り方とは？
主　催：品質工学会
日　時：２００６年１２月１日（金）　１４：００～１８：１５
　　　　（受付開始時刻１３：３０、懇談会開始時刻１４：００）
会　場：KKR　HOTEL　TOKYO（１１F丹頂の間）
　 
プログラム：
14：00～14：05　学会挨拶　
14：05～15：15　講演　「技術経営と品質工学の融合事例」
　　　　　　　　富士ゼロックス(株)常務取締役研究開発本部長　齊
藤潔　
15：15～15：35　コメント及び問題提起　品質工学会副会長　原和
彦　 
15：35～15：45　休憩　
15：45～17：00　全体討議
「技術開発戦略における品質工学の役割と課題」
　　　　　　　　パネリスト（アジテーター）：
品質工学会副会長　原和彦
富士ゼロックス(株)常務取締役　齊藤潔
　アルプス電気(株)専務取締役　谷本勲
　東亞合成(株)常任顧問　中島建夫　　　　　　　
　　　　　　　　司会：　　　(財)化学技術戦略推進機構　部長研究
員　日吉和彦
17：05～18：15　懇親会（１１Ｆ平安の間）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　以上 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2244．Re: 第１０回経営者懇談会　開催のご案内
名前：Kazz@管理人    日付：12月1日(金) 19時51分
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今，懇談会が終わって新幹線の中にいます。
今回の懇談会は今までにないほど盛況でお断りをするほどたくさん
の経営者の方が参加されました。
初めて参加された方が大部分で品質工学に対する関心の高まりを感
じました。
富士ゼロックスの斉藤常務の講演は「技術経営と品質工学の融合事
例」で長年の蓄積された品質工学だけに頼らない「技術マネジメン
トの成果」の発表で，参加者の共感を得られたと思います。品質工
学の優等生の発表ですから，これから導入しようと考えている企業
にとっては高嶺の花ではないかと感じました。
ここでは，品質管理のVAやVEを否定するのでなく従来の管理技術と
渾然一体になって進めていることが素晴らしいと思いました。
斉藤さんの話が表の顔で光の部分とすると，私の話は裏の部分の話
で影の部分ですからどれだけ理解されたか自信はありません。
新幹線の中にあった雑誌「WEDGE」に「目先の利益だけを追った電
機メーカーの転落」の話が載っていたが，日立とソニーを蝕んだ病
巣と最近業績が好調の松下と東芝の4社の比較が印象的でした。
ものづくりの原点を忘れた企業は崩壊することがハッキリして来た
のです。本日の懇談会に参加された皆様のご意見をお聞きしたいで
すね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2239．固有技術と品質工学  

名前：林    日付：11月29日(水) 23時0分

いままでの議論で田口先生も原先生も固有技術の議論は品質工学では議論し
ないと言われます。
しかし大半の技術者は製造条件の最適化に品質工学を適用しているのではな
いでしょうか？
それは製造条件の水準　イコール制御因子の水準の設定の話です。
この部分の固有技術的にハイレベルな技術検討が無ければ、実験が成功する
とは思えません。当然この議論をしようとすると各企業の固有技術について
の話をしないといけないので議論が停止しますので田口先生もそういう議論
を避けられているのではないかと思います。
でも機能性評価の方法論も大事ですが、固有技術の制御因子の選択と水準幅
の選択というのも本当は凄く重要だと思います。

そういう議論期待しています。
　 

2240．Re: 固有技術と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：11月30日(木) 0時15分
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林さん　こんばんは。

No.2236でも述べたように，東大の藤本先生がものづくりにおける技
術の伝承について書かれていますが，この特集を見てもシャープや
イシダなどの固有技術の伝承がいかに新しい製品を生む原動力であ
ると書かれています。その裏には固有技術を支える評価技術がある
のですが，それは当たり前なことですから書かれていないのです。
世間の人から見ればものづくりは固有技術が殆どであって，評価技
術は試作品を何個か作って試験すればよいことだと考えているので
す。田口先生が自動車の殿堂入りをされたときにNHKに呼ばれてイ
ンタビューがありましたが，そこでも女性アナが「基本機能なんて
当たり前なことではないですか」と質問されていましたね。「相手
に迷惑をかける」とか「見えない世界を予測する」品質工学の考え
方は問題が起きなければ認識されないことなのですから当たり前の
ことなのですが，最近の社会的トラブルは全てこのことを忘れた結
果なのです。

私は明日，S化学で「ほんまもんの技術者とは」という講演を頼まれ
ていますが，その中で，最も大切なのは「よきシステムを選択する
ことが最も大切である」というπ型技術者の話をしますが，それは
林さんが期待している固有技術の話なのです。田口先生が「技術デ
ータは役立たない」といわれているのは評価技術の話なのです。機
能性を改善するときには当然固有技術がなければ改善できません。
それはパラメータ設計の話なのです。いい加減なシステムでパラメ
ータ設計を行っている例が山ほどありますが，システムの悪さが速
く分かるのが機能性評価なのです。誤解ないようにしてください
ね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2241．Re: 固有技術と品質工学
名前：てっちゃん    日付：12月1日(金) 11時40分

私は田口先生に直接お会いしたことがないので勝手な想像になりま
すが、先生が「固有技術は品質工学では議論しない」としているの
は、固有技術については他の人がやっているから品質工学でやる必
要がないと考えられておられるように思います。誰もやらない、し
かし非常に大切な汎用技術・評価技術をやると割り切っておられる
ように思うのです。これは決して固有技術の大切さを否定している
態度ではないと思います。
私は真の技術力とは固有技術と汎用技術（評価技術？）の掛け算だ
とイメージしています。どちらか一方だけではだめだと思います。
Kazz先生の危惧の一つは、最近の技術者は固有技術すら何も知らな
いのでは？ということと捕らえています。
実際の課題解決の場面では固有技術も汎用技術も必要なのですから
両方を磨き、両方を議論すればいいと思います。学会の場では汎用
技術の議論に徹してもそれはそれで構わないと思います。そこにど

file:///C¦/My Documents/掲示板/200611.html (4/22)2007/01/04 10:35:15

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:taro.tetsumi@bne.muratec.co.jp
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う固有技術を絡めるかは結局自分自身の仕事なのですから。 

2242．Re: 固有技術と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：12月1日(金) 19時4分

てっちゃん
貴方の仰るとおりです。
このことは品質工学をやられている方なら誰でも分かっているはず
ですが，分からない人が多いのが現実ですね。
私が「ほんまもんの技術者」の中でも説明しているように，機能性
の評価だけであれば，技術データは要らないのですが，機能性を改
善するパラメータ設計では専門の固有技術必要になるのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2236．「KAIZEN（改善）」と品質工学  

名前：Kazz@管理人    日付：11月26日(日) 11時41分

トヨタが利益で2兆円を超えた。その原動力は日々新たの「KAIZEN」にある
といわれている。それでも「危機感」を持ち続けているのである。松下電器
の中村会長も「破壊と創造」を掲げて，松下幸之助の創造した事業部制も廃
止した。中村会長は松下幸之助の「日々新た」を実行しただけだと言い切っ
ている。
田口玄一も従来のＳＮ比から標準ＳＮ比へ基本機能の考え方を進化され，
MTシステムもMTA,TS,T法と矢継ぎ早の改革を行ってこられた。正に「朝令
暮改」なのである。
品質工学で主張している「品質を改善したいときには，機能を改善せよ」目
的的な機能性で改善を行えば，トラブルなどの品質問題も改善できることに
共通した問題である。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2237．Re: 「KAIZEN（改善）」と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：11月27日(月) 18時23分
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最近,日本を代表するT薬品会社が品質工学に真剣に取り組み始めた。
研究開発の効率化に危機意識を持った結果であるが，本物になるこ
とを期待している。この企業が品質工学に期待するのは手法ではな
く，人材育成に関心があるのだという。品質工学を手法の一つくら
いにしか考えない企業は自然淘汰されることは間違いない。マツダ
の社長はも「人つくりが目的で，たまたま車を造っている」と豪語
している。松下幸之助も「松下では人を造っている。その人がモノ
を造るのだ」といっていた。過去に田口先生を招聘して取り組んだ
企業はたくさんあるが，経営者が交代したり，企業の方針が変わっ
てしまった途端に殆どやられていないのが現状である。田口先生ご
自身もそうであったが，他人には迷惑をかけないことが品質工学の
哲学である。したがって，品質工学を技術戦略と考えた企業だけが
残っているのである。S化学は2003年に導入してわずか3年の間に社
内で品質工学研究発表大会を3回も行っているのである。そこには社
長も必ず出席されている。品質工学の普及は「説得より納得」が大
切なのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2238．ものづくり技術伝承と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：11月29日(水) 18時42分

11月29日読売新聞の特集で「ものづくり技術伝承と発展」という記
事が2面を使って特集を組んでいた。
東大の藤本隆弘教授（東大ものづくり経営研究センター長で日産で
行われた企業交流会で司会をされた方）のコメントで「イノベー
ションとは『売り上げが立ってなんぼ』の世界だ。ノーベル賞級の
科学技術でも，売れなければイノベーションとは呼ばない。お客さ
んに喜んでもらいたい製品に込めた『思い』をより正確によどみな
く,速く,効率よくお客さんまで流す。それがものづくりのイノベー
ションだ」といわれている。シャープの液晶と住友電工の超電導に
よる家庭送電とイシダの秤技術が苦労した技術伝承の成果とした例
が挙げられている。
これらの技術は長年苦労して諦めずに続けてきた成果であるが，品
質工学的な配慮があまりないのが問題だと考えている。
すなわち，メーカーの立場からの発想だけが目立ち，お客さんの立
場からの社会的損失をどこまで考えているかは「当たり前」のこと
として取り上げていないことが残念である。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2231．自律的労働時間制度と品質工学  

名前：LSDランクス    日付：11月23日(木) 16時51分
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こんにちわ。東北QE研究会所属のLSDランクスと申します。
Wikipediaの品質工学の項に、
田口玄一博士は「品質工学の目的は社会的な生産性を上げること。(中略）
開発段階で機能性の評価をやって無駄な労働時間を短縮すれば，2日の休み
を3日か4日にすることだってできる。（省略）」と言われている。
とありましたね。そこまで書くとは思いませんでした。
ところで本題ですが、世の中では「自律的労働時間制度」（別名ホワイトカ
ラーエグゼンプション）といって、ホワイトカラーの人に裁量労働制を適用
しようという法律を2007年度の通常国会で提出されるのではという話があ
りますね。
→　ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/02/s0208-5.html
早速いろいろと賛成や反対の動きも見えていますが、政治的な話は一切抜き
として、掲示板に出没される品質工学の宣教師の皆様にこの法案の考え方と
品質工学の考え方の関連性について聞きたいと思います。

私個人としては残業代は大事ですので、この法案はあまり納得行かないです
し、QEの田口語録はあくまでも理想論にしか聞こえて来ないのです。でも
欧米なんかは1ヶ月も休みとって旅行することがあるし、残業の概念もない
し、日本人の生産性はなんか無駄が多いかなと感じてはいます。 

2232．Re: 自律的労働時間制度と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：11月23日(木) 17時35分

LSDランクスさん
「自律的労働時間制度」という法律が何か分かりませんが，日本の
法律などあまり興味がないですね。
私がWikipediaの品質工学の項に書きましたことは，Dr.Tが講演のと
きに述べられたことですが，日本では当分は実現できないことです
ね。
農耕民族と牧畜民族の違いですから，永久に変わらないと思いま
す。
松下電器の山下元社長は社長になってからも４時には退社されてい
たそうですし，社長になる前はヨーロッパやヒマラヤの高山を制し
た実績もあるのですから有休もとっていたのでしょう。週休二日制
を日本で初めて採用したのは松下幸之助です。田口語録の中に「一
生懸命，長い時間働いたけれど，成果が「ゼロ」だったとき、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
プットで測るべきで，Ｆ×ｔのようなインプットで測ってはならな
いことは応用の世界では明らかなことである」とありますが，凄い
哲学ですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2234．Re: 自律的労働時間制度と品質工学
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名前：LSDランクス    日付：11月24日(金) 10時8分
Kazz先生ありがとうございました。
田口先生の「一生懸命，長い時間働いたけれど，成果が「ゼロ」
だったとき、われわれは,その人の仕事量はゼロと考えるのである。
（省略）」というのは深い意味が込められ過ぎているので理解しが
たいですが、結果を出すまでの経緯を全く無視している訳ではない
ですよね。どんな手段を用いても結果さえ出せばいいという考えで
はないと思いますが。
日本人は恥を意識する民族なので、結果（仕事量）よりも行動とか
振る舞いを重視するのではないでしょうか。
私は残業代は欲しい人ですが仕事ではメリハリをつけようと心がけ
ているので定時退社も多いんです。すると職場の先輩に「たるんで
る。バンバン残業して少し痩せた方がいい」と言われます。私が新
人時代に教えられた「血の小便が出て一人前」という文化があるう
ちは田口先生の言うことはなかなか実現困難のような気がしていま
す。QEはツールとしては普及してますが、哲学になると難しいです
ね。 

2235．Re: 自律的労働時間制度と品質工学
名前：Kazz@管理人    日付：11月24日(金) 10時54分

LSDランクスさん
プロジェクトX型で成果を出すためには汗水たらすことが美徳という
のは古い考え方ですね。
田口先生のアウトプットとは，市場で故障がなく顧客が満足する製
品をどこよりも早く開発することですから，成果はＳＮ比（顧客の
満足する機能と満足しないノイズの影響との比）なのです。田口哲
学の目的には機能性評価と改善という手段があるのです。無駄な試
作や試験は即刻止めるべきです。口先だけの「品質第一」とか「安
全第一」ではないのです。少ないインプットのエネルギーで効果の
大きい出力エネルギーを出せといっておられるのです。これは「当
たり前」のことですが，部分最適や現状最適に甘んじていることは
許されないのです。全体最適で未来最適でなければ厳しい企業間の
競争には勝てませんね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2225．田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない  

名前：Kazz@管理人    日付：11月19日(日) 10時32分
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昨日は５０年ぶりに母校を訪れて学生や先生たちに品質工学の素晴らしさを
話してきたつもりだが，本質が伝わったかは自信がない。
それでも学生から熱心な質問があり，説明することの難しさを実感した。一
人の教授はJAXAにいた方で１０年前に田口先生の話を聞いたことがあるそ
うで品質工学に対する関心は持っていたが，今は信頼性工学を教えていると
のことだった。この掲示板によく登場する「つるぞうさん」のブログ
（http://tsuruzoh-qe.blogspot.com/）に「MT法を他手法から相対化する試
み 」という論文が載っているが彼は品質工学を客観的な立場で見ている珍
しい技術者の一人であると何時も感心している。彼の生き方は手法だけを
使って品質工学が分かったと錯覚している者にとっては学ぶところが多い。
Dr.Taguchiが考えていることを正しく理解することは並大抵ではない。田口
哲学を発展させる考え方が出てこないのは田口哲学の真髄が分かっていない
からである。誰がいつこの壁を越えて新しい哲学を創造するかは分からない
が，少なくても理解することに勤める努力だけは怠ってはならないと考えて
いる。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2226．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：Kazz@管理人    日付：11月20日(月) 11時11分

Dr.Tは我々に向かって，機能性評価では「技術データは関係がない」
とか「技術特性は役立たない」とか「技術屋は評価技術を知らな
い」とか「大学では評価技術を教えていない」とか仰っておられる
が，大変誤解を招く言葉であるように思う。技術者は機能や性能を
高めるために固有技術の勉強をしてきたので，技術特性と改善特性
であるパラメータとの「レスポンスの研究」が大切だと信じている
のである。
学生の質問の中で，要素技術や製造技術の機能性評価で技術開発を
先行するよりも，モノを設計して試作して耐久試験をやった方が早
く開発が終わるのではないかという発言が出てきてが，問題解決型
に拘る技術者にとっては，先行性，汎用性，再現性の考え方を納得
させることの難しさを痛感させられたのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2227．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：Kazz@管理人    日付：11月21日(火) 23時40分
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「技術データが役立たない」ことを下記の事例で説明しよう。
カッターの切味を評価するときカッターの種類やカッターの設計技
術や加工技術などは全く必要ないのである。すなわち，顧客が使う
ときの機能である「押付け力を信号として切込み深さを出力」とし
て，薄い紙と厚い紙をノイズにとって，ＳＮ比で切味の安定性（寿
命）と感度で切味を評価すればよいのである。技術データが必要に
なるのは機能性を改善するときだけである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2228．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：林    日付：11月22日(水) 20時57分
kazz先生

久しぶりに訪問させていただきます。
某ｂｂｓでの話しと同じ内容なので質問です。

＞技術データが役立たない」ことを下記の事例で説明しよう。

いくら読んでも理解出来ません。

＞技術データが必要になるのは機能性を改善するときだけである。 

技術者は機能性を改善したいと考えて色々と模索しているのではな
いのですか？

カッターの場合の切れ味の評価では、当然制御因子には刃の先端の
鋭利度／刃角が一番要因効果が大きいのは自明です。
誤差因子としては被切断物の固定の仕方を私なら選択します。

評価方法は　「押付け力を信号として切込み深さを出力」で共感し
ますが
＞カッターの種類やカッターの設計技術や加工技術などは全く必要
ないのである
これは当然制御因子に割り付けられると思いますが、「全く必要な
いのである」と言われる意味が理解出来ません。 

2229．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：Kazz@管理人    日付：11月22日(水) 23時53分
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林さん

貴方とは長い付き合いになりますが，品質工学の考え方があまり理
解されていないようですね。のっぽさんの掲示板で権兵衛さんや
てっちゃんが私の考え方を分かりやすく説明されていましたが，ま
だ理解されておられないようですね。

＞＞技術データが役立たない」ことを下記の事例で説明しよう。
＞いくら読んでも理解出来ません。
＞＞技術データが必要になるのは機能性を改善するときだけであ
る。 
＞技術者は機能性を改善したいと考えて色々と模索しているのでは
ないのですか？

商品の機能性評価はお客様の立場で評価するのですから，固有技術
は関係がないのです。カッターの場合でいえば，カッターの材質や
カッターの刃先の角度や硬さなどはお客様はご存じないのです。そ
んなものはどうでもよく「切味」という機能性だけが問題になるの
です。したがって，カッターの切味を評価するときには，カッター
を押し付けて切込み深さや切裂かれた紙の枚数が問題になるので
す。ノイズは硬い紙と軟らかい紙や初期と劣化後を選んでＳＮ比で
寿命を感度で切味を評価すればよいのです。

＞＞カッターの種類やカッターの設計技術や加工技術などは全く必
要ないのである。
＞これは当然制御因子に割り付けられると思いますが、「全く必要
ないのである」と言われる意味が理解出来ません。
＞カッターの場合の切れ味の評価では、当然制御因子には刃の先端
の鋭利度／刃角が一番要因効果が大きいのは自明です。

機能性の評価と改善（ロバスト設計）とは別問題なのです。パラメ
ータ設計は品質工学ではないのです。とまで田口先生はいっていま
す。
３年前の大会テーマが「手段は自由，評価は品質工学」と決めまし
たが，その意味は技術手段を考えて設計するのは技術者の自由であ
るが，評価はお客様の立場で機能性の評価をしなさい。その場合，
技術データは役立たないのだといっているのです。貴方が書かれた
刃の先端の鋭利度／刃角は制御因子であって，評価には関係がない
のです。
　昔から田口先生に「原さんは技術屋だから駄目だ」と何回言われ
たか分かりません。私だってそうなんですから林さんが分からなく
てもよいのです。時間が解決するでしょう。

＞誤差因子としては被切断物の固定の仕方を私なら選択します。

ノイズはお客様の使う環境条件や劣化などで差があればよいのです
から，その中で最も差があると考えられるものを選べばよいので
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す。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2230．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：Shin-Go    日付：11月23日(木) 16時7分
Shin-Goです。

　kazz先生のお書きになっておられる田口哲学も”少し”分かってい
るつもりですが、実際の企業内における品質工学などの展開・推進
では、やはり、パラメータ設計による”改善”が中心になっている
のが実情です。私自身も、パラメータ設計を中心に普及・推進して
おります。まだまだ、機能性評価の考え方まで時間がかかりそうで
すが、あせらず、しかし、弛まず、前進して行きます。　 

2233．Re: 田口哲学の真髄を理解するのは並大抵ではない
名前：Kazz@管理人    日付：11月23日(木) 19時54分

Shin-Goさん
品質工学では「品質を欲しければ品質を測るな」と主張しているの
です。これは基本機能（技術の働き）を測ることであるが，これは
目に見えないものです。この目に見えない働きを考え出し，その妥
当性を探って結果的には社会的損失を減らすことを期待するのが品
質工学です。したがって，パラメータ設計は専門技術の問題であっ
て品質工学ではないというわけです。ハードでもソフトでも制御因
子（改善や診断項目）を決めることは技術者の仕事ですが，予測精
度を高めるためには，真値があっても，なくてもＳＮ比で評価する
ことが大切です。アウトプットの成果はＳＮ比で評価することが大
切ですから，改善するためには手段のパラメータは必要ですが，予
測精度は基本機能で決まってしまうのです。勿論，品質問題でレス
ポンスの研究をしたり，パラメータ設計を行うのは品質工学ではな
いということです。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2217．フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質工学の解説を
投稿  

名前：Kazz@管理人    日付：11月12日(日) 18時20分
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インタネットのフリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質工
学の解説を投稿していますので，皆さんも「編集」をクリックして訂正追加
をしてください。

品質工学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
移動: ナビゲーション, 検索
品質工学（ひんしつこうがく、Quality Engineering）とは、技術開発・新製
品開発を効率的に行う開発技法。考案者の田口玄一の名を冠してタグチメ
ソッドとも呼ばれる（TMと略される）。特に海外ではこちらの呼び方が一
般的である。

目次 [非表示]
1 狙い 
2 概要 
3 オフライン（開発・設計）における品質工学 
3.1 パラメータ設計 
3.2 許容差設計 
3.3 許容差決定 
4 オンライン（製造）における品質工学 
5 MT法 
5.1 MT法 
5.2 MTA法 
5.3 TS法 
5.4 T法 
6 その他 
7 リンク 

http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2221．Re: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質
工学の解説を投稿
名前：Kazz@管理人    日付：11月16日(木) 9時39分

フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』のＵＲＬを下記し
ます。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%81%E8%B3%AA%E5%B7%A5%
E5%AD%A6#T.E6.B3.95 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2222．Re: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質
工学の解説を投稿
名前：Kazz@管理人    日付：11月17日(金) 10時35分
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この百科事典では品質工学全般について概略を投稿しております。
オンラインだけはどなたかが投稿されたようですが，その他は私が
投稿したものです。勿論内容が不十分は承知の上ですので皆さんが
投稿されることを期待しています。記述に間違いがあれば訂正して
いただければなお結構です。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2223．Re: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質
工学の解説を投稿
名前：権兵衛    日付：11月17日(金) 12時52分
オンライン項の上半分は、小生が記しました。下半分の具体的手法
の説明は、どなたか記してくれたのですね。感謝感謝です。 

2224．Re: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質
工学の解説を投稿
名前：Kazz@管理人    日付：11月17日(金) 13時23分

権兵衛さん
Ｋａｚｚが追加しました。
この百科事典は皆さんの掲示板のようで面白いですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2212．第4回MTシステムシンポジウムに参加して  

名前：Kazz    日付：11月10日(金) 19時38分

本日は京都で開催された首題のシンポジウムに参加しましたので感想を述べ
たいと思います。今回の発表内容は下記の通りです。
１．T法の解説とソフトの使い方（高田圭）
２．MTシステムの本質と使い方のポイント（鴨下隆志）
３．手書き文字相互のRT法による識別（高橋和仁）
４．T法による各種不動産価格の推定法（吉野荘平）
５．RT法の活用事例（矢野耕也）
６．MTシステムの技術的活用方法（矢野宏）
テーマを見ても分かるとおり，MTシステムもT法の活用が主流を占めている
ように感じています。
MTシステムは最初は逆行列を用いたMT法から始まって，余因子行列の
MTA法を経て，シュミットを活用したTS法から現在は単位空間が1個でもよ
いT法に発展してきた過程を事例を含めて解説されたことは特筆すべきシン
ポジウムであった。
結論として言えることは，項目選択の問題は専門家の仕事であるからパラメ
ータ設計の制御因子と同じであるが，特性値問題も「何を測るか」は機能性
の評価として最も大切であることもハードの場合と同じであることが一致し

file:///C¦/My Documents/掲示板/200611.html (14/22)2007/01/04 10:35:15

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty.com
http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:bzh02554@nifty.com


Kazzの品質工学特集

た意見であった。
田口先生は目的を言われるときには必ず手段が伴っていることが素晴らしい
のです。「仕事の成果はアウトプットで測るべきで，インプットで測っては
ならない（実験計画法下巻５３８ページ）」を思い出して欲しい。問題が起
こったとき再発防止だとか未然防止が大切だとか有言不実行の社会的な行動
とは雲泥の差がありますね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2213．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：吉野荘平    日付：11月10日(金) 22時48分
はじめて掲示板に参加させていただきます。
本日のシンポジウムでのご参加、誠に有難うございました。原先生
がお見えになられているのを知り、少々緊張しました。
それにしても先生は仕事（といいますか事務処理）が早いのには
びっくりですね。私がシンポジウムが終わった後、先生にご挨拶の
メールをして、晩飯を食べに行き、ホテルに戻ってみると、すでに
お返事が届いているだけでなく、掲示板まで更新されていらっしゃ
るとは…。田口先生にお会いしたときもそうでしたが、若輩者の私
が後手に回ってしまい、立場がありません（笑）。
Ｔ法も、そのメリットの１つにスピードをあげることができると思
います。このスピードを売りに業界に周知させていこうと考えてお
ります。
これから皆さんのご発言を読ませていただきます。機会がございま
したら私も参加したいと思いますので、どうか宜しくお願いしま
す。
PS　掲示板というものは生まれてこのかた投稿したことがないので
不手際もあるかと思いますがご了承下さい。 

2214．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：Kazz@管理人    日付：11月10日(金) 23時57分

吉野さん
掲示板やBlogではハンドルネームを使うことや，企業名などはM社な
どのように書くのが常識らしいですが，悪口でなければ堂々と本名
を名乗る方がよいと思います。
私は皆さんと違って暇人ですから，メールは5分以内に返事を書くこ
とにしています。Dr.Tも論文の投稿など約束は守りますし，他人には
迷惑をかけませんね。
吉野さんの発表された山林の鑑定評価など素晴らしい成果には感心
しました。回帰分析とT法とのコスト比較評価も説得力があります
ね。経営や社会的な分野へのT法の活用が品質工学の普及や専門学会
で回帰分析並みに評価される切っ掛けになればよいと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2215．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：吉野荘平    日付：11月11日(土) 2時14分
Kazz先生

吉野です。ざっと（今年と去年のものだけですが）掲示板全体に目
を通させていただきました。皆さん、独自の名前で呼びあってい
らっしゃるのですね。勝手が分からず申し訳ございません！。
以後、皆さんについては固有の名前で呼ばせていただきます。私の
場合は（すでにばれてますので）本名で登場します。
Ｔ法がもっと業界に浸透するためには、私の業界では主流派といえ
る多変量解析を使う人たちの率直な意見と議論が（正しい、間違い
は別として）必要だと思っております。そのために、主に不動産の
分野ですが他の学会へＭＴシステムの論文を投稿することを、何件
か試みております。採用、不採用の状況が分かり次第、お知らせし
たいと思います。 

2216．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：Kazz@管理人    日付：11月11日(土) 9時49分

吉野さん
私は先生でもないのですからKazzでよいのです。品質工学会では田
口先生一人でよいのです。それにしても吉野さんは真面目で柔軟な
思考の方なんですね。技術者は私もそうですが理屈っぽい人が多く
て話が難くなりますね。のっぽさんは比較的柔らかく面白いです
が，技術屋以外の方のご意見を大いに歓迎します。
吉野さんも多変量解析などやられていたのでMT法のよさが分かるの
ですが，田口先生も従来の統計的手法を知り抜いた上で品質工学の
哲学を確立したわけです。もう一度，丸善の実験計画法を読み直し
て品質工学を再考することが大切だと考えています。
昨日のセミナーで話題になりましたMTシステムの予測と診断の問題
でも「項目選択」と「項目診断」のどちらが重要かの問題でも目的
的に考えればよいことですね。
品質工学ではハードでもソフトでも同じことですが，制御因子（項
目）の選択と特性値の選択問題が予測の精度（ＳＮ比）や理想や正
常からの距離（偏り）に関係しますからパラメータ設計に集約でき
るわけですね。T法の問題は，真値がある場合とない場合で多少異な
りますが，これからはMTシステムの主流になることが分かりまし
た。予測と診断の活用事例が増えることが大切ですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2218．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：吉野荘平    日付：11月12日(日) 23時37分
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吉野です。今、東京に戻ってきました。田口先生の著書では、ご指
摘の通り、実験計画法が特に有名ですが、私は、統計解析（丸善）
も名著だと思っております。私の生まれた頃に出版されたものです
が、今と変わらない主張をされていらっしゃるところが必読に値す
ると思います。
もちろん、細かい部分は今とかなり変わっていますが、田口先生の
根本的な、特にデータ解析に対する考え方などは、ＭＴシステムの
今も変わっていないと思っています。
学生時代にこの本を読んだときの衝撃は今でも忘れられません。分
布論の呪縛から解放してくれる古典的名著だと思います。 

2219．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：吉野荘平    日付：11月12日(日) 23時45分
返信したら、せっかく新しい題名で更新された「フリー百科事典
『ウィキペディア（Wikipedia）』に品質工学の解説を投稿」と順序
が入れ替わってしまいました。大変申し訳ございません！。 

2220．Re: 第4回MTシステムシンポジウムに参加して
名前：Kazz@管理人    日付：11月13日(月) 0時16分

吉野さん
この掲示板は最後に書き込んだものが先頭に来るようになっていま
すからご心配無用です。
仰るとおり統計解析も名著ですね。田口先生は昔から本質的な考え
方は変わっていません。時代の流れで手法が変わってきているだけ
です。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2203．品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる  

名前：Kazz@管理人    日付：11月7日(火) 12時18分

先日のシマノ企業交流会で自転車博物館を見学した。さすがに自転車業界の
トップ企業であるから，1818年にドイツで発明された足で地面を蹴って走
る自転車から現在の安全で誰でも乗れる自転車の歴史が分かって感心した。
自転車の発明はパラダイムシフトであるが，部分的な発明は行われてきてい
るものの基本的な変化はなく現代に至っている。
　タグチメソッドは従来の統計的な品質管理や科学的な研究と違って科学的
思考から技術的思考へ変換したことは改革であり，従来の考え方の方々には
理解できないといわれている。パラダイムシフトではこのようなことは当た
り前に起こっているのである。
　パラダイムとは、ある時代に支配的な物の見方、考え方、認識の根本的な
枠組みを言う。それは、思考や行為の基準、規範となる世界観とも言えるも
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ので、天動説から地動説に変わったように時代とともに変化するものであ
る。
　このようなパラダイムシフトを見据えたとき、２０世紀において効率的あ
るいは有効に機能したものが、２１世紀の新しいパラダイム、新しい社会へ
の構造的変革を目指す中では、かえって弊害となる物の考え方や制度、仕組
み、具体的事象が多く存在している。
　新しいパラダイムへの取組は、こうした問題を先送りすることなく、２１
世紀の新しいパラダイムに相応しい経営システムや技術開発システムの構築
を目指して、改革に取り組むものである。
　パラダイムを一言で定義するならば、「思いこみ」である。思いこみの罠
にはまってしまうと、人間は思考を止めてしまいう。これは非常に危険なこ
とである。この罠にはまってしまった商品の事例として、1990年初頭にLD
カラオケでシェア1位であったパイオニアが挙げられる。カラオケ映像の美
しさを強みと考えていたパイオニアは、通信カラオケの映像を見て「こんな
ものはカラオケではない」と思いこんでしまったのだ。しかし、実際の顧客
である若者たちがカラオケに求めていたのは、映像ではなく最新の曲が歌え
ることであった。このパラダイムシフトにパイオニアは気がつかなかったの
である。2000年には、カラオケ市場の94%が通信カラオケになり、パイオ
ニアは姿を消した。
　タグチメソッドも統計的品質管理とは全く異なった考え方が基調になって
いる。そのために，品質管理の中でモノ造りを考えてきた方々は統計的な考
え方の罠にはまって，科学的で統計的な視野から抜け出せなくなっている。
相変わらず品質管理関係者はCp値とかppm管理とか顧客満足とは関係ない
ところで，重箱の隅をつついた議論が行われている。これらの考え方を否定
はしないが，統計的な枠の中だけで考えているようでは時代の波に取り残さ
れることを覚悟して欲しい。
変革する時には波風が立つのは当たり前のことなのである。　 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2204．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Tetsu    日付：11月7日(火) 20時45分

このような事業戦略上の失敗は身近にも結構あります。光ディスク
へのこだわりが半導体音楽への事業転換を遅らせてしまい、iPodの
出現でかつての勢いを失ってしまったS社も同じ類ですね。光ディス
ク分野での圧倒的な技術力と特許網がパラダイムシフトを軽視する
組織体質を作ってしまったのでしょう。そういう意味では「思い込
み」というより「自社都合の勝手な解釈」とみた方が正しいかもし
れません。データ保存媒体がテープからディスクへ移り、最後は半
導体のメカレス化に向かうという技術の大きなトレンドを２０年も
前に予測し、その流れの先頭に立っていた会社とは思えません。

　品質管理から品質工学へのパラダイムシフトにも同じような構図
があるのかもしれませんね。従来パラダイムはまるでCDのように強
固な存在なのでしょう。でも、ここにきてようやく、パラダイムシ
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フトの現実性を予感させるようなことがありました。最近、「研究
開発戦略と組織能力」という本が出版されたのですが、新聞の広告
でこのタイトルが目にとまり、なんとなく気になっていたので、書
店で立ち読みしてみたら、なんと品質工学の考え方が大きく取り上
げれているのです。著者は埼玉大学の金子教授という方です。思わ
ず購入してしまいました。その中に以下のようなコメントがあるの
で紹介します。

「品質を品質損失として把握する品質工学のアプローチは今日の企
業経営を考察する上で示唆に富むものである」

品質工学を従来業務の延長で担当者が使う便利なツールとして捉え
るのではなく、技術経営の戦略的な考え方として注目しているとこ
ろが新鮮です。工学分野だけではなく、経済学とか経営学の分野の
学者の方々から本質的な部分の理解が得られるようになればパラダ
イムシフトも現実性が出てくるかもしれません。 

2205．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：のっぽ管理人    日付：11月7日(火) 22時6分

Tetsuさん
　そんな本があるのですか。金子教授の専門は何ですか。Tetsuさん
の話だと、組織論の専門家のようですが、今までとは違う目で品質
工学を見る人が出てきたようですね。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2206．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Kazz@管理人    日付：11月7日(火) 22時34分

Tetsuさん
ご紹介いただいた「研究開発戦略と組織能力」を今発注しました。
品質工学に注目している学者がいるのですね。
品質工学を導入されている企業の経営者は必ずしも田口哲学が分
かっているとは限りませんね。12月1日に経営者懇談会があります
が，そこでパラダイムシフトについて議論しようと考えています。
このパネルディスカッションに参加される経営者が，どの程度社会
的損失の問題を真剣に考えているか分かると思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2207．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Kazz@管理人    日付：11月8日(水) 11時23分
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Tetsuさん
事業戦略の失敗は数え切れないほどありますが，時代の潮流を見
誤った事業にはタイガー計算機やウォークマンなどありますが，マ
ツダのロータリーエンジンはアイディアとしては素晴らしいのです
が，製造技術ではレシプロエンジンに勝ち目がないのに続けている
のは何故でしょうか。S社のベーター方式は性能的にはVHSより勝っ
ていて放送局など特殊な分野で使われましたが，ハードのコストが
高いのとソフトで一般消費者には受け入られなかったなど，Tetsuさ
んの言われる「自社都合の勝手な解釈」で墓穴を掘った製品があり
ますね。
品質工学を使わなくても当面は困らないから，自分勝手なやり方で
モノ造りを行っているのです。日頃の生活が不摂生でも生きてはい
けますから病気になるまでは健康のことを考えないのと同じです
ね。将来のことが心配になるくせに，目先のことや自分のことしか
興味がないのが人間の本性なのでしょうか。
パラダイムシフト（小善より大善を）なんて大きなことを言うこと
が問題なのかもしれません。（弱気の虫より） 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2209．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Tetsu    日付：11月8日(水) 22時39分

ビデオテープとか光ディスクのような互換媒体は、たった一つの技
術しか市場に存続できないのが宿命みたいなものなのです。音楽用
カセットテープ、画像ビデオテープ、音楽CD、画像DVD等の媒体が
標準化されずにメーカー毎に多数の規格（技術）が存在してしまっ
たらお客様は大迷惑です。互換媒体の世界では技術の標準化は大前
提で、たった一つの技術しか生き残れません。
しかも生き残ったとしても標準化はすなわち、一般化であり、技術
の陳腐化とともに誰でも作れるコモディティ商品になってしまい、
終わりのないコスト競争に巻き込まれます。そこで利益を創出する
にはキーテクノロジを特許で押さえるか、真似のできない基幹部品
を製造するか、ソフト事業に参入するかの選択しかないのが現状で
す。ITの世界も似たような状況です。

自社固有の技術とか特許にとことんこだわるのは生き残りのために
仕方がない面もあります。自社固有の技術を標準化しなければ生き
残れないのが互換媒体事業なのです。
しかし別の見方をすれば、これらの事業は社会インフラ事業と考え
ても良いわけですから、目先の見える性能と政治力学だけではな
く、本来は機能性も明らかにした上で、真にお客様の立場から採用
すべき技術を客観的に判断すべきだと思います。しかし実際にはそ
うなっていません。 
今話題の次世代DVDも規格が分裂していますが、両規格の機能性を
客観的に比較評価してみたいものです。特許の問題もあるとは思い
ますが、目先の性能アピールとか、陣営戦略ばかりが表に出て、大

file:///C¦/My Documents/掲示板/200611.html (20/22)2007/01/04 10:35:15

http://kaz727.cool.ne.jp/
mailto:BZL03654


Kazzの品質工学特集

人気ないですね。

その一方で自動車業界は技術者にとっては幸せな世界です。ロータ
リーエンジンのようなニッチ技術でも、それを認めるお客様がある
一定数以上存在すれば事業が成立しますから。燃費とかコストで
劣っていても、静かで小さく、加速性能が優れたエンジンに価値を
見出してくれるお客様の満足のために仕事ができることは素晴らし
いと思います。 

2210．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Kazz@管理人    日付：11月9日(木) 7時18分

Tetsuさんの言われるように記録媒体はお客の立場では標準化して欲
しい商品ですね。FDに始まりMDやCDやDVDやHDDなど技術開発の
結果，高密度大容量化や小型化の競争は激烈で技術屋冥利に尽きる
のではないでしょうか。ロータリーエンジンの技術も車だけでな
く，ポンプなどで応用範囲が拡大されていますから，効率面ではこ
れから期待される技術だと思います。田口さんはこのような技術は
日進月歩だから戦略ではなく，戦術問題だと言われますが，技術の
波を予測することはきわめて重要な技術戦略問題だと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2211．Re: 品質工学はパラダイムシフトの真っ只中にいる
名前：Kazz    日付：11月9日(木) 19時10分

Tetsuさん「研究開発戦略と組織能力」を読んでみました。
金子先生は経営戦略が専門ですから，技術戦略はあまりご存じない
ようですが，日東電工やキャノンなどと親交があるようで，品質工
学会の会員から情報を得ているようですね。統計的品質管理のZDと
品質工学との違いなどを説明されていますが，損失関数の有効性と
問題点についても述べていますね。品質工学を取り上げた書物が少
ない中で喜ばしいことですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2193．品質工学シンポジウム２００６の感想  

名前：Kazz@管理人    日付：11月2日(木) 23時22分
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11月2日中部品質管理協会で上記のシンポジウムが開催された。
このシンポジウムは伝統があって，品質工学研究発表大会が開かれた14年
前までは東京と名古屋が交互に開催されていたシンポジウムである。
今年は田口先生の講演に代わって，コニカの元取締役の小板橋さんから「マ
ネジメントの立場から考える品質工学」という講演があったが示唆に富んだ
内容であった。続いて事例発表7件が行われたが，全部のテーマではない
が，田口先生のお考えとはかけ離れた内容であった。発表者に問題があると
いうのではなく，指導されたコンサルタントに問題があるように感じた。機
能性の評価といっても目的機能から考えたものでなく，システム（技術手
段）が決まった後で技術者の立場で考えたものである。商品の機能性の評価
はシステムとは関係ないのであるが，顧客の望んでいる機能から考えた機能
性でないことが問題なのである。製造技術の場合は技術者が考えた機能でよ
いが，商品の場合，顧客の欲しい機能でないとまずいのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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2006年12月 の投稿ログ

2282．よいお年をお迎え下さい。  

名前：TomUi    日付：12月31日(日) 14時42分

Kazzさん

当掲示板にはだいぶお世話になりました。なんといってもKazzさんの真摯な
姿勢に感銘しました。もっと頑張ろうという気持ちになりました。

また、書き込まれた皆さんも的を得たレスポンスであり、内容が大変参考に
なりました。

来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎え下さい。 

2283．Re: よいお年をお迎え下さい。
名前：Kazz@管理人    日付：12月31日(日) 15時6分

TomUiさん
本年はご一緒に品質工学の普及に頑張りましたね。
貴方の開発活動に対する貪欲な姿勢は何時も感心しています。
来年は品質工学も15周年を迎えますが，経営や教育の改革に品質工
学が活用されて革命が起こることを期待しています。
大会テーマ(案）は，機能性評価で技術戦略を実現するー頭脳労働の
生産性向上を品質工学でーで行きたいと考えています。

http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2284．Re: よいお年をお迎え下さい。
名前：のっぽ    日付：12月31日(日) 19時11分

TomUiさん
　今年は大変お世話になりました。御社のＴ専務には講演をいただ
き、大変に好評でした。TomUiさんの活躍が思い浮かぶような話
で、そうだろうなと納得しました。来年もよろしくお願いいたしま
す。

Kazzさん
　私の掲示板にもたびたび訪れていただき、ありがとうございまし
た。いつも積極的な姿勢で、妥協をしない態度に感心しておりま
す。Kazzさんに掲示板には、宝がたくさん埋まっているようです。
ぜひ掘り出していただき、きれいに整理して展示していただくと、
多くの人のためになると思います。期待しています。来年もよろし
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くお願いいたします。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2281．今年一番嬉しかったこと  

名前：Kazz@管理人    日付：12月30日(土) 10時24分

　先日，S社の第3回品質工学発表大会に招かれて講演したとき，社長さん
が出席されていたが，品質工学の考え方が経営で活用できることが，初めて
理解できたといわれたことである。その社長さんは文科系ですから品質工学
の説明を品質工学用語でいくら聞いても分からなかったが，私が企業経営を
機能性の考え方で説明したところ，よく分かったといわれたのである。
　また，母校のS大学で4時間学生に「ほんまもんの技術者」について講演
したときのアンケートを見ると全員が「内容に満足した。大学がもっとコス
トのことや機能性の評価のような技術開発の大切さを教えるべきだ」という
反応を示したのである。
　その他，今年から品質工学の導入を考えているT製薬会社や昨年から始め
て着々と成果に結び付けているT社の実績を考えると，今年の大会の成功が
期待できるのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2280．今年起こった製品事故について  

名前：Kazz@管理人    日付：12月30日(土) 10時5分

私は今年の「品質工学研究発表大会」や「企業交流会」や「経営者懇談会」
などで述べてきたことは，企業における社会的トラブルが何故起きたのか。
品質工学をやっていれば防げたか。という話ばかりしてきた。
そのときの反応は色々だが，企業の立場から考えると事故は一つの原因では
なく考えられないことが重なって起こっているのだ。という言い訳をされる
方がある。貴方は企業に関係がないから勝手なことが言えるのだと考えてお
られるようである。しかし，今年起こった大事故（石油暖房機やエレベータ
や防火シャッターなどによる死亡事故）は殆どが設計問題であり，システム
設計時点の「安全設計」が考えられていなかったことが原因である。
私が使っているプリンタやビデオカメラでも大事故ではないが，再三の故障
で修理してもらったが，システム設計やパラメータ設計の不足が原因である
ことは明らかで，今後の設計に活かすように技術部門に注意を促した。
日本製品の信頼性が高いという神話は崩れたのだろうか。無駄な機能競争の
挙句，信頼性問題は忘れてしまったとしたら忌々しき問題である。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 
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2279．品質工学は今の世の中では理解されないようですね。  

名前：Kazz@管理人    日付：12月29日(金) 11時59分

先日下記のような技術指導の依頼があって，品質工学の立場でお答えしたの
ですが，現在の企業の現状から拝察するところ固有技術を解決する手段とし
ては理解されないようですね。木工機械のスピードを倍以上にするための
「システム選択」に知恵を貸して欲しかったようです。

【１２月１８日付、貴メール拝受致しました。有難うございました。
　弊社は、モルダー（木工用四面カンナ盤）ドイツ大手メーカーの販売会社
で、過去３０年で累積約４，０００台の販売をしてきましたが、７年前にド
イツとの関係が切れたのを機会に、台湾で同種の機械をOEM生産して販売
しております。同機種の国内マーケットは、極端に縮小していますが、最
近、大手木材製造業者が、競って高速モルダーを導入しつつあり、ニーズは
益々高速化しています。
　そこで、弊社としましては、このニーズに対応すべき鋭意努力中です。ご
参考までに、弊社機械のカタログを別送させて頂きました。
一見してご理解頂けると思いますのが、貴下のご専門分野と少し差異がある
のではないかと感じておりますが、如何でしょうか？】

多分この業者は高速回転で生産性を上げたいということなのでしょうが，性
能を上げれば当面は競争力に勝てると考えているのでしょう。勿論性能を挙
げる手段は固有技術なのですが，品質工学で考えている機能性の評価を電力
の安定化や転写性で考えて性能を上げるという考え方などはほとんど理解で
きないようですね。結局，木工機械のことが分からなければ品質工学におけ
る評価技術など役立たないと考えているのかもしれませんね。この業者の試
行錯誤で「鋭意努力」している姿が目に浮かびます。 

2275．ＳＮ比は「変動係数」の延長ではない  

名前：Kazz@管理人    日付：12月18日(月) 13時9分

スレッド2257で議論したＳＮ比は統計学者は変動係数（σ/μ）の延長上で
考えられるといっていますが，田口先生は最初は変化率((Yt-Y0)/Y0×100%)
で品質を評価されていたのです。これは変動係数と違って分布とは関係がな
く，初期値の変化率を表しているだけです。その延長上で望目特性のＳＮ比
を考えたわけです。目標値からのずれは統計的分布には乗らず，データの偏
り（Σ(yi-m)^2)/nで表されますから，データの偏りを目標値に校正した後
の誤差をＳＮ比で表しています。
永田論文も宮川論文もそうですが，ＳＮ比は変動係数から考えられるとして
ＳＮ比の分母に統計的な偶然誤差とノイズ誤差をとってＳＮ比を説明してい
ますが，タグチメソッドの本質からすれば間違った説明だと思いますがいか
がでしょうか。タグチメソッドではMTシステムもそうですが異常値は個々
の問題であって，集団分布ではないと思います。 
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http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2276．Re: ＳＮ比は「変動係数」の延長ではない
名前：のっぽ    日付：12月20日(水) 21時5分

Kazzさん

　データがばらついた場合、どう考えるかです。誤差因子（ばらつ
きの原因）があるから、データがばらつくのですから、偶然誤差と
いうものはあり得ないですね。自然現象にはどんなに小さな差（ば
らつき）でも、それを説明できる原因があるはずです。それが科学
的な態度です。（不確定性原理が働く領域まで行けば別ですが、普
通は考えなくても良い）

　つまり、偶然誤差と言った途端に、誤差因子という意識がなく
なっています。偶然だから考えてもしょうがないという扱いです
ね。田口先生は「神は博打をしない」という言葉で、偶然誤差など
無いと言っていたと思います。Kazzさんが、分布は関係ない異常値
は個々の問題だ、と言っているのはこの意味ですね。データの分布
の形は、原因の発生分布に依存しているのですから、技術や製品の
性質とは関係ありません。

　偶然誤差といわれているものは、人間が検知できない小さなばら
つき原因のために起きているのです。ですから大きな誤差因子を振
れば、その他の小さなバラツキは無視できるのです。偶然誤差を問
題にしている限り、品質工学の本質は理解できないと思います。
勿論、真値が分からない測定誤差は別です。でも、測定誤差だって
測定器の見えない原因（誤差因子）でばらついているのです。

最近こんな風に考えています。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2277．Re: ＳＮ比は「変動係数」の延長ではない
名前：Kazz@管理人    日付：12月20日(水) 23時9分
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のっぽさん
昔，東大の竹内先生が誤差変動を考えないなら，誤差因子というの
はおかしい。変動因子なら分かるといっておられたが，品質工学で
はノイズによる変動は「変動因子」とすべきですね。。N1とN2の差
はバラツキではなく変動距離ですから，理想機能からのバラツキで
はなく，理想機能からのずれ量（距離）が正しいと思います。永田
先生や宮川先生の論文は統計学者の解釈であって田口先生の考え方
とは異なると思います。変動係数ではなく，初期N1と劣化N2の「変
化率」がＳＮ比の原点ですね。誤差変動は変化率よりも遥かに小さ
い値ですから相対評価には無視しても構わないことになりますね。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2278．Re: ＳＮ比は「変動係数」の延長ではない
名前：のっぽ    日付：12月21日(木) 20時55分

Kazzさん
　誤差因子の代わりに、変動因子と呼ぶのは賛成です。誤差因子
は、誤解が多く、なるべくノイズという言い方もしてきました。変
動因子だと、積極的に変動させて調べるという意味が明確ですね。
　 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2258．品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる  

名前：Kazz@管理人    日付：12月10日(日) 18時33分

品質工学を勉強する人の多くは，現在抱えている問題を解決するために，知
識としてＳＮ比や損失関数や直交表の使い方を知りたいのである。そのよう
な人は挫折を味わって品質工学の世界から去っていく人が多い。品質工学を
身につけたほんまもんの人は，品質工学の心（志）やプロセスの深さを読み
取って自分の考え方を身につけた人である。田口先生が「技術者は駄目だ」
とか「技術データは役立たない」と言われているのはそのことなのである。
田口先生が専門であった統計学の世界から脱出できたのも，知識を捨てて本
質を見つめたときに分かったことではないかと思う。知識が細分化されて部
分的な思考しかできなくなってきた現在の教育体制にも責任はあるが，目先
や手段に拘らない広い視野で見えないものを見通す能力を身に着けることが
如何に大切かと思うのである。ＳＮ比を統計学で説明できるという学者はＳ
Ｎ比の本質が分からないのではないかと思う。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2260．Re: 品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる
名前：Kazz@管理人    日付：12月10日(日) 19時43分
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中年以上の方は，西堀栄三郎という学者をご存知な方は多いと思う
が，先生の書かれた「西堀流新製品開発」とか「百の論より一つの
証拠」など，ほんまもんの技術者とは何か。を述べられているので
読まれたらいかがでしょうか。西堀先生は田口先生と親交があった
方で山登りをご一緒にされたそうで，西堀先生が亡くなられたとき
の追想集の中で，田口先生は「私の考え方とは違っていたが，考え
方は理解されていたと思う」と書かれていました。西堀先生は大学
で習った知識は現場では役立たない。何故なら現場ではバラツキが
あって，理想的なことは起こらないから理論研究ではなく現場研究
が大切だと言われていたが，科学者であったため統計的な観察の世
界を研究することがほんまもんの技術者だと言われていた。田口先
生は観察の研究ではなく，市場におけるノイズのばらつき考えて現
場研究をすることを説かれているのである。
専門家はたくさんの常識を持ちすぎているから，そのことに拘って
しまう。その常識から飛躍することが「非常識」な考え方で新しい
ものを受け入れるときには必要で，この点が田口哲学の機能性の考
え方に共通するものである。手段ではなく目的は何かを考えて行動
することが大切なのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2263．Re: 品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる
名前：のっぽ    日付：12月11日(月) 22時14分

Kazzさん
　さすがに良いタイトルを付けますね。「知識」というしがらみか
ら解き放たれたときに、品質工学の本質が見えてくるということで
すね。わたしは、自然現象の複雑さと人間の理解力の浅はかさを感
じたとき、本物になると表現します。自然に対する畏敬の念です
ね。
　科学は、自然を理解しようとする試みですから、理論化に果敢に
挑戦することはいいと思います。しかし技術の任務は、製品化する
（ミニ自然を創造する）ことですから、浅はかな挑戦をしてはいけ
ません。人知を超えた自然の原理をひとつひとつ実際に確かめなが
ら、設計するという自然に対する恐れの念を持った技術者でなけれ
ばいけないと思います。
　「百の理論より一つの証拠」は、実験で確認しながら創造せよ、
という警告だと思います。専門家の知識は、自然の前では取るに足
らない、つまり、人間は考える葦にすぎない、という謙虚さが必要
ですね。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2272．Re: 品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる
名前：林    日付：12月16日(土) 21時49分
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kazz先生

＞専門家はたくさんの常識を持ちすぎているから，そのことに拘っ
てしまう。

自称　溶融紡糸の専門家と思っています。海外の繊維機械見本市で
も色々なブースで声をかけて頂くことが多くなりました。
本当の専門家なら沢山の常識に拘ってしまう余裕はありません。新
しい紡糸プロセスや新規ポリマーでは過去の知識なんて役に立ちま
せん。

多分言おうとされる意味は同じだと思いますが、先生の言われてい
る専門家は本当の「専門家」ではないと思います。本当の専門家は
ちゃんと何が大事かわかっていると思います。
固有技術について常に突き詰めていると過去の知見は全く役立たな
いことが多いと思います。 

2273．Re: 品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる
名前：Kazz@管理人    日付：12月16日(土) 22時11分

林さん
私が言うことが理解できたようですね。
自分の専門知識にしか興味がない技術者は視野が狭く，大きな成長
は期待できません。専門を極めることは戦術であって限りなく続け
なければなりません。しかも，専門技術を極めるには汎用技術であ
る機能性評価が技術戦略として必要なんです。自分の技術レベルを
評価することが大切なのです。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2274．Re: 品質工学は「知識」を忘れたとき本物になる
名前：Kazz@管理人    日付：12月17日(日) 10時40分

林さん
貴方の理解は少し違うようですね。
知識に拘るなということは，自分の知識に拘って評価するなという
意味ですから，古い知識が役立たないという意味ではないのです。
「固有技術を評価するとき固有技術に拘るな」ということです。評
価技術は固有技術とは関係がないのですから，「機能性評価を技術
戦略と考えて，固有技術を評価せよ」ということです。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2257．ＳＮ比は統計的に証明できるか？  

名前：Kazz@管理人    日付：12月10日(日) 14時52分
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先日、12月1日(金)～2日(土)の横断型基幹科学技術連合(通称：横幹連合)の
シンポジウムで「横断型科学技術としてのＳＮ比」のセッションがあり、さ
まざまな技術分野のＳＮ比の議論があったそうです。
　その中で、W大学のN教授は、品質工学で使用するＳＮ比も、２つの非心
パラメータをもつ分布として、従来からの統計理論の範疇で十分に扱えると
いう発表をされたそうです。
　今回、誤差因子がある場合も、動特性も従来からの統計理論で論じられる
としています。この話を田口先生が聞かれたら多分一笑に伏されるかと思い
ますが，これまで、品質工学のＳＮ比のＩＳＯ化でも大苦戦したように、Ｓ
Ｎ比の理論的根拠が明確化できず、ＳＮ比を受け入れてもらえないできまし
たが、統計的処置しか認めない現在ですから，多少は期待できるかもしれま
せんね。現在N教授に問い合わせ中です。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2261．モノ造りにおける「バラツキ」は統計学とは関係ないのであ
る
名前：Kazz@管理人    日付：12月10日(日) 21時26分

モノ造りにおけるデータの「バラツキ」とは，平均値や目標値から
のずれであって，数理統計学とは全く関係ないのであるが，品質管
理では統計学と関係があるがごとき説明が行われている。説明する
のに都合がよいから統計学と関係つけているのである。
個々のデータは分布とは関係がないのであって，一個一個のデータ
が平均値や目標値や理想機能からのずれで説明できるのである。製
造品質も設計品質も一個一個のデータの「ありたい姿やあるべき
姿」からのずれで説明できるのである。品質工学ではバラツキを表
すＳＮ比を統計量と考えていないのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2262．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：Kazz@管理人    日付：12月11日(月) 11時4分

今日永田先生から論文が届きました。
テーマは「統計的方法によるＳＮ比」です。
ここで公表する許可を得ていませんので必要ならメールで転送しま
すが，基本的な考え方は変動係数（σ/μ）の延長上で説明していま
すから統計的には問題ないと思います。ＳＮ比は静特性も動特性も
ノイズを取っていますからタグチメソッドのＳＮ比とほぼ同じで
す。
内容は「タグチメソッドに登場する基本的な『標本SN比』から，タ
グチメソッドにおける『母SN比』を考え，伝統的な統計的方法とタ
グチメソッドにおけるSN比の違いについて非心度の観点から比較す
る．」となっています。タグチメソッドでは確率分布にこだわらな
いということも説明しています。田口先生がどうお考えになるかは
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分かりませんが，昔は変動率（yt-y0)/y0×100%で考えていたのです
から同じ考え方だと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2264．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：のっぽ    日付：12月13日(水) 20時16分

Kazzさん
　永田先生の論文に関して、感想を述べます。
第一印象は、SN比は品質工学の専売特許ではない、伝統的な統計
だってSN比は考えていた……、という学術論争的な話に思えます。
田口先生だって、初めてSN比を言ったのは自分だといっているわけ
ではありません。伝統的な統計学の変動係数の逆数だとも言ってい
ます。
　論点はそんなところにあるのではありませんよね。SN比という考
え方があっても、それを有効には使ってこなかったのが統計学であ
り、SN比を技術の性質を表す重要な特性値だと再定義したのが品質
工学です。
　統計学のSN比は、ランダムバラツキを使ったSN比であり物理的な
意味は余りありません。品質工学のSN比は、積極的な誤差を使って
いるので意味があるのです。その違いを永田先生は議論してないの
ではないでしょうか。
　学問的に整理をして説明されても、実用的にはなんの役にも立ち
ません。統計学は、統計「科学」であり、品質「工学」とは根っこ
が違うと感じます。こういう言い方をするなら、品質管理も、品質
科学といった方がふさわしいですね。先方もこの方が喜ぶでしょ
う。科学が好きですから。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2265．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：Kazz@管理人    日付：12月13日(水) 23時46分

のっぽさん
永田論文は確率分布から求めた偶然誤差だけでなく，必然誤差（ノ
イズ）も式の上では同じであるから統計で説明できるといいたいの
でしょうが，のっぽさんの言われるように活用の目的が異なるもの
を数式の上では同じだから独創性がないというのはおかしいです
ね。
品質工学のＳＮ比は変動係数の延長線上で考えられるものではな
く，基本機能の出力エネルギーの有効成分と無効成分の割合で説明
できるもので，変動係数の目的と異なるもので，田口の独創だと考
えています。直交表だって古典的実験計画法でも使っていますが，
活用の目的が全く異なるのと同じではないでしょうか。音響世界の
ＳＮ比はスカラー量ですから，品質工学のＳＮ比とは活用目的が異
なりますね。
品質工学の目的が専門技術に共通する機能の評価尺度としてＳＮ比
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が用いられたことは田口の独創ですね。マハラノビスの距離の活用
も多変量解析と異なるのと同じですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2266．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：のっぽ    日付：12月14日(木) 13時2分

Kazzさん
　そうですね。たしかにマハラノビスの距離も、統計学では以前か
ら使っていたという主張もあるのと同じですね。
ＭＴシステムについてですが、現在は人気があるようで、それだけ
に心配です。本当の意味が認識されていなくて、便利な多変量解析
だという使い方がされてはいないでしょうか。品質工学を勉強して
からＭＴに行った人は良いかもしれませんが、直接入った人も多い
でしょう。数年後に、やっぱりだめだという反動が来なければいい
のですが。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/index.htm 

2269．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：Kazz@管理人    日付：12月15日(金) 11時21分

田口先生の発想と統計学者の発想は全く異なると思います。以前に
東大の竹内先生と田口先生との対談があったとき，統計学者の竹内
啓先生がタグチメソッドは「偶然誤差を使わないのなら統計ではな
い」といわれたことを思い出します。ノイズの誤差が確率分布に乗
るものではないから，同じ母集団で考えられるものではない。
今回の永田論文や宮川の「品質を獲得する技術」でもＳＮ比を説明
していることは偶然誤差もノイズの誤差も統計的な誤差と考えられ
るとしているのである。現実を無視した考え方ではないかと思う。
モデルがある場合とない場合の違いが分かっていないように思われ
る。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2270．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：Kazz@管理人    日付：12月15日(金) 19時41分
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永田先生からメールを頂ましたが，先生は田口の考え方はよくご存
知で私の誤解だったようです。お詫びの印として先生から戴いたメ
ールをアップします。
統計学者の中でもこのように理解されている方があることは今後，
品質管理と品質工学の融合ができると確信しました。

原様
　早稲田大学の永田です．
　２回のお返事をいただきました．２回のお返事の文面について，
私はまったく異議はありません．異議どころか，多くの部分は賛同
していますし，原さんの書かれている内容については，十分ではな
いかもしれませんが以前から理解していたつもりです．
　２回もお返事をくださるということは，もしかしましたら，「SN
比を数理統計学の一部として扱える」という私の文脈を過大に解釈
されて，タグチメソッドの普及に水をさされるのではないかという
不安を感じられているのかもしれません．しかし，そんなことはあ
りません．
　お返事の中にありました「変動係数とSN比は形は同じに見えます
が活用の目的が異なると思います」という文面ですが，私の論文で
の説明が下手であること，二重非心分布という統計学の中では非常
に難解な内容を扱っているということのため，誤解を生んでいるよ
うです．私の論文の主旨は，まさに，「変動係数とSN比は同じ形に
見えるけれども，活用の目的が異なることにより，確率分布として
のとらえ方が異なる」
ということを理論的に示せるということです．
　このような理論的な議論を重ねることによってねらっていること
は，田口先生の哲学的な思想を活かしながらタグチメソッドを理論
的に整理し，これまでの統計学とどの部分が異なるのか，どの部分
が優れているのかを少しずつでも理論として明確にしていくことで
す．すぐに実践的なことに結びつくようなものではないですし，原
さんをはじめとして品質工学会の研究・実践者の方々が積み上げて
こられたことに混乱を
与えるようなものではありません．
　n=1での評価についてですが，そこを目指すことは理想であり，大
変よいことだと思います．しかし，それでうまくいかない場合があ
ると思います．また，設計・開発の場面だけではなく，市場データ
の解析や現状把握や工程管理などの側面もあります．
　そういった広い範囲を考えて，私は，統計的方法とタグチメソッ
ドがうまく融合することによって，より適切な評価や適切なもの作
りができるのではないかと模索したいと考えています．品質工学と
ＳＱＣが仲良くなればよいと望んでいます．
　１ヶ月ほど前の品質管理学会のニュースレターに書いた駄文を添
付します．よろしければご笑覧ください．私の提言　『タグチメ
ソッドとSQCの融合を！』
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永田　靖　早稲田大学　理工学部　経営システム工学科　教授
　SQC（統計的品質管理）では，操業データ・市場データ・実験デー
タに基づき，現状把握・原因究明・要因解析・予測などを行う．こ
のとき誤差は自然発生的なものである．それに対して，バラツキの
原因を誤差因子として扱い，それをわざとに大きくふってバラツキ
を意図的に作り出し，そのバラツキを小さくする制御因子とその水
準を見いだす手法がタグチメソッドのパラメータ設計である．
パラメータ設計では，誤差因子による変動は自然発生的な誤差を凌
駕するはずだから，確率分布を考えないと強調されてきた．その方
針がSQCとタグチメソッドの融合を阻んできた．
最近，タグチメソッドの手法としてMTシステムが広く用いられてい
る．これは，マハラノビスの距離に基づいて異常パターンを発見す
るための手法である．多変量解析法の判別分析とは異なる視点をも
つ．管理図の拡張とも言えるが，多くの変量間の相関を考えてもの
ごとを見るという姿勢を広く浸透させた点はとても好ましい．
ＭＴシステムは観察研究を行う手法であり，タグチメソッドの中で
は異色である．観察研究のときは，自然発生的な誤差を扱うので確
率分布を考えることが合理的である．ここにＳＱＣの考え方や理論
が融合する．
自然発生的な誤差の中から何かを見いだすことには，SQCの先人が努
力して蓄積してきた手法とノウハウがある．それとMTシステムとを
融合することより，観察研究の方法論がより発展することが期待さ
れる．
パブリケーション・バイアスという言葉がある．文献として登場す
るのはうまくいった事例ばかりであり，それらだけを鵜呑みにする
とバイアスがかかってしまうという意味である．したがって，成功
事例だけでなく，失敗事例を異なる視点から検討するのが有効であ
る．例えば，誤差因子の取り方，調合の仕方，確認実験で利得が再
現されなかったときの分析，さらには，SN比の選定の合理性をSQC
の立場から考察することが大切だと考えている．このような観点か
ら，本来はタグチメソッドとSQCは融合しながら用いるべきだったと
思う．しかし，それをうまく果たすことができなかった．
いま，MTシステムの普及により，タグチメソッドとSQCの融合の絶
好の環境ができあがったと思う． 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2271．Re: ＳＮ比は統計的に証明できるか？
名前：のっぽ    日付：12月15日(金) 20時4分
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Kazzさん
　永田先生は、しっかり理解されていますね。その上で、ＳＱＣと
ＱＥの融合を考えています。実に好ましい方向だと思います。
田口先生の事情もあり、品質管理と品質工学の融合を模索する良い
きっかけではないかと思います。来年のＱＥＳで講演してもらって
もいいではないですか。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2267．中国からの挨拶  

名前：KODAK    日付：12月14日(木) 23時50分

皆さん、こんばんは。
中国からのKODAKと申します！
TomUIの指導を受けていながら会社で品質工学を推進しています。
品質工学と出会って半年、品質工学の魅力を感じて、ずっと品質工学をやり
たいと思っています。
これから、よろしくお願い致します。 

2268．Re: 中国からの挨拶
名前：Kazz@管理人    日付：12月15日(金) 0時40分

KODAKさん
中国からよくいらっしゃいました。
私は管理人のKazzですが，この掲示板も国際的になりました。アメ
リカからはT.伸さんが時々投稿されます。
TomUIさんは大変熱心な方ですので貴方も急速に進歩するでしょ
う。期待しています。分からないことがありましたら質問してくだ
さい。 
http://kaz727.cool.ne.jp　　 

2259．大学で品質工学の実務講座を持った感想  

名前：Kazz@管理人    日付：12月10日(日) 19時10分
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大学の実務講座の感想

２００６年１１月１８日母校の国立S大学で，学生相手に品質工学の講義を
４時間行った。テーマは品質工学（タグチメソッド）で副題は「ほんまもん
の技術者」とした。学生に混じって２名の教授が参加していた。
その一人は以前にJAXSAに在籍していた方で，機械工学科の学生（機械宇宙
コースの3年生）を対象とする宇宙推進工学の中で、信頼性工学の授業を
行っている教授であった。
　その中で品質工学も紹介しているそうだが，信頼性工学の合間に行ってい
るので，いつの間にか90分が過ぎて，時間が足りないとぼやいていた。授
業の内容は故障物理やシステムの故障率やMTBFや加速試験などについて講
義をされているそうである。
　私の講義を聞かれて，改めて品質工学の威力を再認識したそうである。今
後は学生に品質工学の良さを伝える努力を重ねていきたいと仰っていた。
　もう一人は物質工学の教授だが，「今までは１因子実験で，こつこつと実
験をしてきたが、あまりぱっとした成果を挙げてこなかった私としては、非
常に耳の痛いものでした」と感想を述べておられた。今後は、品質工学の実
験計画法などを習得し、効率よく実験して、よい成果を挙げていきたいと感
想を述べておられた。
　大学の先生方がこの程度ですから学生に教えることなど到底できないのが
現状である。
　ここで，学生から出た質問にいついて列挙してみる。
１．カッターの機能性評価を「押付け力に対する切込み深さ」と説明された
が，カッターの刃先角や材質や硬さなどを考えなくてもよいのか。
私から「技術データは評価には役立たない」という説明をしたことに対する
質問である。このような質問が出るのは，現在の教育が機能性の評価という
考え方を教えていないこともあるが，技術屋は技術手段を使わなければ品質
の評価はできないと考えているのである。これが現在の工学教育の問題点で
ある。
２．品質工学による開発のやり方が技術開発で要素技術や製造技術の技術を
確立した上で，製品設計段階では技術の寄せ集めによる編集設計をやり設計
完了と考えるやり方は，従来の設計から試作をして試験で評価して問題を潰
すやり方に比べて時間がかかるのではないか。という質問が出たときは唖然
とさせられたが，これが現状なのである。この質問に対して次のように回答
した。
　従来は製品ごとに開発を行うので，新しい技術が必要の場合，製品ごとの
汎用性のない技術開発をしなければならず，泥縄式な開発になるばかりでな
く，問題が起こる度に再設計を行うため，結果的には開発期間が長引くので
ある。
　更に悪いことは製造へ移行しても問題が発生して「悪魔のチューニング」
が続くことになる。市場にでてからも社会的トラブルが発生して手直しが続
くことになる。
　それに対して，源流で将来の製品を想定して，要素技術や製造技術の先行
性，汎用性，再現性の高い技術開発を行っておけば，製品設計段階では目標
値へのチューニングだけで済むため，試作レス･試験レス・検査レスで開発
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期間は短縮することになる。従来の部分最適の開発は全体最適の品質工学の
やり方に比べて開発期間が長期化するのであると説明した。
３．企業の技術者も参加していたので，その技術者から出た質問であるが，
成形加工の機能性評価は，金型と成形品寸法の転写性で成形条件を制御因子
にしているが，成形品の精度に影響するのは金型設計で成形条件など精度に
は殆ど影響しないという質問が出た。この技術者は金型の専門家らしいが，
固有技術に詳しい人が陥りやすい問題である。これも「評価」と「改善」と
の違いが分かっていないのである。従来の考え方は技術手段と特性値の因果
関係が分からなければ評価できないと考えられているため，レスポンスだけ
に注目するのである。寄与率や影響を調べることは必要なことであるが，機
能性評価には「技術データは役立たない」という田口先生の考え方は大変分
かり難く，納得させることが難しいと考えた次第である。
　以上は大学で講義した感想であるが，このことは企業における品質工学の
普及の難しさと共通した問題である。
学生の受講感想（アンケート結果）は下記の通りである。
１． 総合評価（全体の満足度）
非常に満足（３８％），概ね満足（５６％）無回答（６％）
２． 
講義を受けた感想
・非常に面白い内容であったが，難しかった。
・品質工学の内容が少し難しく，4時間の講義では理解するのは難しい。
・大学もコストのことを教えるべきではないか。他では聞けない話が聞けて
よかった。
・今まで持っていた考え方と大きく違った考え方で興味深いものだった。も
う少し個人的に勉強しようと思った。
・講義はとても分かりやすかったが，自分にとっては実感がなく難しかっ
た。就職して社会にでたときに今回の講義を活かせたらよいと思う。

　 

2249．〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・  

名前：Kazz@管理人    日付：12月7日(木) 10時8分
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Kazzの品質工学特集

品質工学の良さを執拗に主張すると「貴方は視野が狭い」と言われる場合が
ある。田口先生が「固有技術は品質工学とは関係ない」と仰ることで誤解を
生んでいるように思う。従来は，機能性による評価技術を大学でも教えてい
ないし，企業でも教えてこなかったのであるから，当然な話なのである。天
動説の時代に地動説の話をしているようなものなのである。「革命」とかパ
ラダイムシフトとはこのようなことをいうのであるから，品質工学も革命な
のである。品質管理と品質工学は車の両輪とかいう人がいるが，現実の世界
に妥協すればこのような意見も無理からぬ発言だと思う。しかし，口先だけ
で顧客満足を唱えているより，少数派だが，ほんまもんの顧客満足を実現で
きる品質工学を愚直なまでに追求するほうが顧客にとっては立派な態度だと
は思いませんか。
先日の経営者懇談会で，私が喋ると５人の敵ができるといっていた人がい
た。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2251．Re: 〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・
名前：のっぽ    日付：12月9日(土) 17時14分

品質管理と品質工学は車の両輪と言っている”のっぽ”です。

以前に比べ少しは認めていただけたようで、ありがとうございま
す。私が主張しているのは、お客様のことを考えれば、現在の実力
では品質工学と品質管理は両輪で行わなければならないでしょうと
いう事です。
理想的には、品質工学を深化させれば、本当にいい技術が出来るは
ずです。品質工学を学ぶ者の立場としては、そのつもりで追求すべ
きであるというKazzさんの主張も理解しています。一言で５人の敵
を作る得意技をお持ちのKazzさんには、敬服しています。

二つの立場を理解した上で、企業の中に身をおく品質工学推進者と
しては、｢両輪｣と言った方が都合がいいのです。もちろん設計開発
技術者と話す場合には、品質工学オンリーの話です。ですから、ほ
んまもんの技術者になれという話をします。
しかし、全体を考えている経営者や、製造現場の人にまでオンリー
の話をすると、誤解されます。両輪を理解した上で、今の仕事の質
をより高めるためには、品質工学の考え方も出来なければほんまも
んではないよ、という言い方ですね。
Kazzさんには、軟弱だといわれそうですね。でも、少なくとも｢品質
工学ばか｣とは言われませんので、その場で拒絶されずに先に進めま
す。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/index.htm 

2252．Re: 〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・
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Kazzの品質工学特集

名前：Kazz@管理人    日付：12月8日(金) 22時28分

のっぽさん
私は企業におりませんので顧客の立場に立って「ありたい姿」や
「あるべき姿」だけを言っていればよいのです。貴方のように企業
におる方は品質工学オンリーというわけにはいけない事情は分かっ
ているのです。
品質管理では目的を達成する手段に問題があるのです。品質管理で
は目的は顧客の立場と言っていますが，手段は生産者の対場であっ
て，顧客の立場で考えていないことが問題なのです。
こんなことを品質管理の方が聞けば反論があるでしょうが，立場が
異なるのですから仕方がないことだと思います。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2253．Re: 〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・
名前：Kazz@管理人    日付：12月9日(土) 10時12分

最近の品質管理はどうなっているか知りませんが，品質管理の問題
点を指摘しておきましょう。
１．品質管理では工程能力指数（Cp値）で品質の評価を行っていま
すが，Cp値の逆数が損失関数になるのだから同じではないかと言う
人がいますが，Cp値は規格が決まってからの値であって，規格がい
い加減であれば生産者の立場の判断になってしまう。
２．そこで，出荷規格もお客様の立場である機能限界（使用条件）
から求めたものでない限り，市場では問題を起こす原因になるので
す。すなわち，JIS「規格値の決め方通則」で決めた規格値でない場
合が殆どだからです。
３．ZD（パーフェクト良品）といって，規格に対する合否の判断を
ppm管理で行っていますが，いい加減に決めた規格値でppm管理を
行うことは全く意味のない無駄なことなのです。最近ではシックス
シグマであれば市場品質はなくなるといっていますが，コストのこ
とを無視した一方的な考え方です。
亡くなったデミング博士もこんなもの（ZDやCp値など）は早く止め
て，田口の損失関数を使いなさいと言っていましたね。

最近の現場の実状を分かっている方は反論なり，ご意見を戴きたい
ですね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2254．「品質管理」から見た「品質工学」
名前：Kazz@管理人    日付：12月9日(土) 10時46分
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品質管理側から見た品質工学について下記のような説明がありま
す。

　日本の品質管理はデミング博士やデュラン博士が第二次世界大戦
後に持ち込んだ統計的品質管理と一致する。この統計的品質管理
は、“避けられるバラツキ”と“避けられないバラツキ”に分
け、“避けられるバラツキ”を対策することである。つまり、どち
らかというと“流出対策”を主とした事後対策である。

　このデミング博士、デュラン博士の品質管理は、日本の製品の品
質が悲惨なほど悪かった歴史的背景を持って成り立ったものと考え
られる。だから、“避けられないバラツキ”を品質改善の対象とは
しなかった。

　この“避けられないバラツキ”を品質改善の対象としたのは、田
口メソッドを考案した田口玄一氏であった。田口メソッドは、統計
的手法であった実験計画法を品質管理に応用したものであった。雑
音を表すＳ／Ｎ比で、“避けられないバラツキ”を雑音にたとえ、
この雑音をもっとも小さくする加工方法を見出す方法である。 “避
けられないバラツキ”を最小にすることで、品質を高める方法であ
る。１９８０年代のアメリカでは、品質管理のコンサルタントとい
えば実験計画法や田口メソッドを熟知したコンサルタントであった
という。

　品質工学では，〝避けられないバラツキ（ノイズの影響）〟は勿
論であるが，"避けられるバラツキ（製造誤差）〟も含めて改善でき
ると考えているのです。品質管理屋さんはそこまで犯すなと言いた
いのでしょうね。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2255．Re: 〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・
名前：のっぽ    日付：12月9日(土) 17時36分

Kazzさん
　品質管理に対する認識は、私も同様のはずです。品質管理は、社
内の問題（工程での規格値に対するはずれ、避けられるバラツキ）
に対する対策と、工程の管理が対象です。おっしゃるとおり、生産
者の立場の考え方であり消費者の立場ではありません。シックスシ
グマと同じく、労務管理が主な目的だからですね。
　一方の品質工学は、検査に合格した良品が起こす問題（市場で発
生する問題）に対する方法論です。ですから消費者の立場で考える
ので、生産者の都合で決めた規格値は一切関係ありません。工程で
定常的に起きている「避けられないバラツキ」こそ、設計に起因す
る技術問題であるという認識ですね。
　私は品質管理と品質工学を、以上のように認識しています。トヨ
タをはじめとして、品質管理だけではリコールを防げないという認
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識が高まっています。いまこそ品質工学の正しい姿を、判りやすく
伝える必要があるのではないでしょうか。そのためには、さまざま
な立場の人が、いろいろな切り口で、働きかければいいと思いま
す。 
http://www.fiberbit.net/user/noppo/qe/ 

2256．Re: 〝品質工学馬鹿〟といわれないために・・・
名前：Kazz@管理人    日付：12月9日(土) 18時18分

のっぽさん
貴方は十分理解しているうえで発言されていると思います。
品質管理で考えている「規格」が「機能限界」から求めたものであ
れば問題ないのですが，そうなっていないのが現状ではないでしょ
うか。JISの「規格値の決め方」を使って規格を決めておればよいの
ですが，市場におけるノイズを考えた機能限界から決めていないか
ら駄目だと言っているのです。「出荷規格」は標準条件でしか決め
られないのですから，「顧客の規格である機能限界」から決めるこ
とが当たり前になれば，品質管理も大きく変わると思いますよ。そ
のときは品質工学との区別がなくなるときですよ。 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2250．PDCAと品質工学  

名前：Kazz@管理人    日付：12月8日(金) 10時25分

デミングサークルではPDCAを廻して，スパイラルアップで改善活動を行
え。といわれてきましたが，従来の仕事のやり方では，再発防止が主体です
から，このサークルは際限がなく続くのが普通です。品質工学ではP(計画）
の段階で未然防止を考えた計画を立てますから，その通り実行するのがD
（実行）の段階になります。計画とは結果（成果）を予測して機能性評価や
パラメータ設計の計画を立てるのですから，後戻りしないのが普通です。も
し技術力が低ければ計画を見直せばよいので，下流に行く前に確認実験で
チェック（C)してアクション（A)がとれるのです。昔，日本が技能五輪で金
メダルを独占したときは，二日間の競技で一日目は計画に費やして，二日目
はその通りやるだけだったそうです。
「計画」こそ命なのです。【私事では全く計画的でない男の発言】 
http://kaz727.cool.ne.jp 

2247．一石全鳥か一石三鳥か  

名前：Kazz@管理人    日付：12月6日(水) 13時34分
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品質工学では〝一石全鳥〟という言葉が使われていますが，これは「機能性
の評価」のことを言っていることであって，品質工学の全てをいっているの
ではないと考えています。私は以前から「一石三鳥の品質工学」といって説
明しています。機能性の評価だけで品質工学を説明することはできないので
す。品質工学では，市場のクレームを撲滅する品質問題（Q)とばらつき低減
によるコストダウン（C)と機能性評価による開発期間の短縮（D)を同時に達
成することができるのですから，一石三鳥の方がより広い考え方だと思いま
すが異論がある方はいますか。屁理屈でしょうか。
田口先生は〝One stone kills all birds〟と仰っていますが・・・ 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 

2248．Re: 機能性の評価で終わっていないか。 
名前：Kazz@管理人 日付：12月5日(火) 23時23分 
　先日，関西QE研究会で「購入部品の機能性評価（２００４年発表大
会）」の事例の発表で６社のコンデンサーについて，機能性評価を行った事
例の発表の説明があった。論文内容は機能性で総合評価を行って優劣をつけ
たことはよいのであるが，採用限界を利得が（－３dbルール）で採用基準
にしているということであるが不十分な判断である。
　品質工学では，許容差を決めるとき，ＳＮ比の逆数を損失関数に置き換え
て，コストとのバランスをとって規格値を決めることになっている。
最近気になることは，この例で分かるように，品質損失の判断がＳＮ比レベ
ルで終わっていて，損失関数で評価して総合コストから規格値を決めるコス
トで評価する例が少ないのである。 
http://kaz727.cool.ne.jp/ 
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