
問題解決から技術開発へ

ー研究開発を促進する品質工学ー



体験から得た“もの造り哲学”

科学的思考（原因追求）のモノ
造り（1960年～1980年）
技術的思考（目的追求）重視
のモノ造り（1980年から）



開発苦闘時代と品質工学

■開発苦闘時代
1960年 ■はがき切手自動発売機（郵政省へ納入）―有効賞1級―
1966年 ■小型歯車の研究（0.1モジュール成形歯車）―技術有効賞2級―
1968年 ■電磁カウンタの研究（世界最速度100 cpsに成功）―特別有効賞―
1971年 ■クオーツ掛時計の開発（世界最薄ムーブメントの開発に成功）－特別有効賞―
1972年 ■自動時間スイッチの開発

“養鶏や養菊”に使われて農家に大損害を与えた。原因は接点溶着問題
1979年 ■自動定量止水装置（風呂の蛇口に取り付けて自動止水する）―有効賞―

スリップ機構のトルク問題で半年足らずで故障して市場クレームが多発した
1980年 ■リレー（有極型世界最小，低消費電力）―特別有効賞―

■品質工学の導入《1980年代―悪魔扱いされた時代―》
198２年 ■ドットプリンタの開発（低消費電力を狙った小型ヘッドの開発）

「デージープリンタのプランジャーのバウンド量低減」に応用して成果を出す
1989年 ■肩タタキ機（もみもみ）の開発

1970年に開発されたS（soft）- H（hard）変換で顧客が満足するシステムの考案した。



“もぐら叩き”からの脱出



技術開発の“マネジメント戦略”
ー技術責任者の役割ー

（１）技術テーマの選択

（２）システムの選択（考案）

（３）システムの評価

（４）設計のためのツール



組織の役割と責任

商品企画部（品種の１００％責任）

開発設計部（クレームの９４％責任）

生産技術・製造部（クレームの６％責任）

品質保証部（クレームの１００％責任）

品質管理部（製造ミスの１００％責任）



顧客が満足する“品質”とは？

“品種問題”は機能，デザイン
の価値（商品品質）

“品質問題”は機能のばらつき
の損失（技術品質）



品質は出荷後社会に
与える損失である



“問題が起こる”前に
“問題を潰す”

不良品レベルを判定するのが

“不良率や故障率”

良品レベルを評価するのが

“ＳＮ比と損失関数”



技術問題は全て“コスト問題”

お客の損失は経済的に“損失
関数”で評価
ソニー工場のTVの品質問題
日米比較
（1979.4.17の朝日新聞から）



品質は“不良率”では分からない

1979.4.17 朝日新聞による抜粋
米国ソニー製TVと日本製ソニー
TVの品質を比較したところ米国
製の方が市場で故障が多いとい

う結果が発表された。

不良率では日本製の方が悪いのに、
損失関数では日本製の方が約1/3
の損失金額で市場の評価が高いこ
とが分かる。



“ノイズ”との戦い

製造ばらつき（ｎ個の偶然誤差）
ー市場クレームの６％の責任ー

設計ばらつき（１個の必然誤差）
ー市場クレームの９４％の責任ー

必然誤差：使用環境条件や劣化

ノイズの影響による誤差



ゴルフスイングと品質工学
ノイズはボールを打つ
場所や風向やメンタル
面や体力など使用環境

信号因子は肩の回転角

標示因子はクラブの種
類(ウッドやアイアン)
制御因子は手足腰など
体の部位やスイングの
軌道



市場のクレームと品質工学
－製造責任（６．２５％）から設計責任（９３．７５％）へ－

製品品質＝製造品質＋設計品質

製造品質は標準条件のｎ個のデータのばらつきである

設計品質は環境や劣化のデータによるばらつきである

安全率が（４）の場合、損失関数から

製造品質 製造品質 １
＝ ＝ ＝０．０６２５

製品品質 製造品質＋設計品質 １６

したがって

製造品質（製造責任） ６．２５％
＝

設計品質（設計責任） ９３．７５％



試験（testing）から
評価（estimation)へ

信頼性試験や寿命試験は

規格に対する合否の判定

機能性評価は機能のばらつき

をＳＮ比で推定



寿命試験から機能性の評価へ
ースリップ機構の品質問題と機能性の評価ー

1979年に開発した
自動止水器の中の
スリップ機構は使
用条件のノイズと
設計定数との組合
わせ実験の「パラ
メータ設計」を行
い問題を解決した



計算機シミュレーションと
品質工学の融合

実物（テストピース）の研究

計算機シミュレーションの研究

step1 ロバストネス設計
step2 チューニング設計



スイッチ機構のモデル化
ーシステムの考案ー

押す力
変 位ゴ ム接 点

スイッチ動作前 スイッチ動作後

反転ばねでスイッチの“クリック感”を実現



計算機シミュレーションと
パラメータ設計
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実際に作れない物の最適化
ーシミュレーションの活用ー

スプライン歯型設
計の最適化

目的は応力集中
を低減する

望目特性のＳＮ比
で最適化



Ｑ1-1 ＴＭでは再現性が何故
よくなるのか？（その１）

交互作用なし 研究室で研究する要
因（制御因子）間の交
互作用があれば、取
り上げなかった要因と
の交互作用もあり実
験が無駄である。
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A1 A2
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で評価（設計検査）
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Ｑ1-2 ＴＭでは再現性が何故
よくなるのか？（その２）

ノイズに強いとは 使用条件と設計条件
（制御因子）の交互作
用が大きいA1を採用
すれば、市場ではク
レームの原因になる

A1特
性
値

A2
A3

直交表と確認実験で
評価（設計検査）

Ｎ１ Ｎ２

Ｎ１：－４０℃ Ｎ２：＋８０℃



Ｑ２ 何故信頼性試験をせずに
信頼性の評価が可能か？

信頼性試験は規格に
対する合否の判定で
あって規格内の品質
評価はできない。環
境や劣化のノイズの
影響に強ければ信頼
性試験をやっても合
格することは明らか
である。

信頼性試験は出荷前
に確認すればよい。



Ｑ３ ＴＭは顧客視点のロバスト
ネスを最大限にするのか？

顧客は商品を購入してからは
「故障」が無いことや「寿命」が
期待通りであることを望んで
いる。



Ｑ４ 顧客の損失を小さくする
ノイズに着目する理由は？

設計は、まず顧客の立場で「評価」するこ
とが大切で、顧客の欲しい（機能）と欲しく
ない（ノイズ）で品質を評価し、その後で、
設計条件である制御因子で「改善」するこ
とが大切である。

制御因子で「目標値に合わせる」設計の
後では「ノイズの影響」を抑えられない。
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