


6月28日（木） 壇上発表：大ホール（きゅりあん８階）／小ホール（きゅりあん１階）

6月28日（木） ポスター発表（OS・自由討論）　展示時間10:30～15:00 ：イベントホール（きゅりあん７階）

6月28日（木） 20周年特別企画　展示時間10:30～15:00： 大会議室（きゅりあん６階）

☆ＯＳ（オーガナイズドセッション）：各ポスターセッションにおいて、発表者より研究概要を説明します。（１テーマ15分：発表10分、質疑５分）
☆自由討論：全ＯＳ終了後、発表者と参加者が自由に討論するものです。（30～45分）
☆懇親会 ： 6月28日（大会１日目） 17：30～19：30、 きゅりあん６階大会議室

大ホール
開発・設計における

品質工学
10:30～12:10

１ 歩行者保護フェンダの動特性による背反両立構造の開発 井上　克哉 トヨタ自動車㈱
２ 商品企画のためのバーチャル設計の研究 中垣　保孝 コニカミノルタオプト㈱
３ パラメータ設計によるオール段ボール製梱包箱の高耐衝撃性化 上原　一剛 鳥取大学

　開発・設計における品質工学―20年の成果と今後の課題ー
田村希志臣 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱
山本桂一郎 富山高等専門学校

大ホール
製造段階における

品質工学
13:15～14:55

４ パラメータ設計による水転写加工条件最適化 中沢　和彦 アルプス電気㈱
５ プレス加工解析の計算時間短縮に向けた解析条件の最適化 三田　智彦 ㈱ミツバ
６ 酵素反応による脂肪酸製造のパラメータ設計 秋元美由紀 ヱスケー石鹸㈱

　製造段階における品質工学―20年の成果と今後の課題－
中島　建夫 東京電機大
栃洞　孝吉 ㈱東海理化

小ホール
社会

10:30～12:10

７ 通常会話音声の解析による個人識別に関する研究 植　　英規 福島工業高等専門学校
８ 初期設計段階における低環境負荷加工技術選択へのMTシステムの適用 楢原　弘之 九州工業大学
９ 地震発生予測後の行動に関するアンケート解析 水谷淳之介 富山高等専門学校
10 ローマクラブの提案をヒントにした地球における国勢の変化の研究 吉原　　均 NMS研究会

小ホール
評価（電気系）
13:15～14:55

11 ピコ水力発電のための発電機の機能性評価 阿部　秀也 富山高等専門学校
12 フォトカプラの機能性評価 成田　秀夫 ㈱安川電機
13 スイッチ操作音の評価方法の研究 岩泉　一雅 アルプス電気㈱
14 MTシステムによる動作音評価の適用（２） 根本　直樹 アルパインプレシジョン㈱

大ホール
15:20～17:15

《来賓挨拶》経済産業省  大臣官房審議官　中西　宏典
　　　　　　一般財団法人  日本規格協会　理事長　田中　正躬
《表 彰 式》貢献賞・公益財団法人  精密測定技術振興財団品質工学論文賞・ＡＳＩ賞・一般社団法人  富山県経営者協会品質工学賞
《特別講演》「品質工学の２０年とこれから　－マクロ視点での品質工学－」　品質工学会　名誉会員　矢野　宏

Ａ会場
手法（評価特性）
10:30～12:15

15 非対称べき損失関数に基づくパラメータ設計―２段階設計の理論側面と適用検証― 森　　輝雄 森技術士事務所
16 非対称べき損失関数に基づくパラメータ設計―数値シミュレーションへの適用― 鵜飼　義之 静岡品質工学研究会
17 非対称べき損失関数に基づくパラメータ設計―動特性・標準SN比解析への適用― 木下　康次 ㈱アマダ
18 非対称べき損失関数に基づくパラメータ設計―静特性・分類値への適用― 菅原　紀輝 ㈱アマダ
19 非対称べき損失関数に基づくパラメータ設計―実践上の諸問題の検証― 富島　　明 富島技術開発サポートセンタ

Ａ会場
手法（直交表）
13:15～15:00

20 直交表L１２（2１3５）、L１２（3４2３）の水準平均を求める修正計算方法 木下　康次 ㈱アマダ
21 直交表L１２（2１3５）、L１２（3４2３）の交互作用の交絡解析 鵜飼　義之 静岡品質工学研究会
22 直交表L１２（2１3５）、L１２（3４2３）の数値シミュレーションで比較検証 菅原　紀輝 ㈱アマダ
23 2・3水準を有するL１２過飽和直交表の適用上の問題点検証 森　　輝雄 森技術士事務所

Ｂ会場
手法・評価

（ＭＴシステム）
10:30～12:15

24 T法における欠測データの活用に関する研究 増田　雪也 ㈲増田技術事務所
25 T法によって拡張されたパラメータ・スタディー  細川　哲夫 ㈱リコー
26 RT法への1次元マハラノビス距離項目の導入の提案と検証 鶴田　明三 三菱電機㈱
27 摺り合せ作業の評価方法 久保田宗誉 ㈱松浦機械製作所

Ｂ会場
評価・検査
（機能性）
13:15～15:00

28 オゾン発生装置の機能性評価方法の検討 林　　謙吾 ＴＯＴＯ㈱
29 石油ファンヒータの容量増大と部屋の断熱改造による暖房効果の研究 佐々木市郎 アルプス電気㈱
30 樹脂成型モータ樹脂割れ不良の簡易的評価と最適化 中沢　弘一 パナソニック㈱
31 装置検収改革 畠山　　鎮 セイコーエプソン㈱

Ｃ会場
設計（機械系1）
10:30～12:15

32 シミュレーションによる定着装置配熱設計手法の研究 北沢　佳月 富士ゼロックス㈱
33 用紙後処理装置における搬送条件の最適化 菊嶋章太郎 キヤノンファインテック㈱
34 CST給紙装置における搬送条件の最適化 杉山　恭平 キヤノンファインテック㈱
35 エアーサクション給紙装置における厚紙ハガキの給紙性能改善 鈴木　智雄 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱
95 機能性評価による発熱ヘッド設計案の信頼性比較 木戸浦康宣 東北リコー㈱

Ｃ会場
評価（機械系）
13:15～15:00

36 MT法による耐性試験の合否判定システム構築 中原　尚寿 オリンパス㈱
37 品質工学によるキサゲ作業の技能伝承 高濱　正幸 三菱重工業㈱
38 機能性評価によるプレス加工における潤滑性・耐摩耗性評価法の検討 清水　友治 岩手大学
39 ガスケットの機能性評価 金子　浩彦 ヤマハ発動機㈱

D会場
製造（加工技術）

10:30～12:15

40 1刃1回転の切削電力評価を用いた難削材の切削条件最適化 慈道　圭司 ㈱松浦機械製作所
41 1刃1回転の切削電力を用いた焼結条件の最適化 ―標準SN比による評価の検討― 天谷　浩一 ㈱松浦機械製作所
42 ダイシング工程の生産性改善 森川　慎吾 富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱
43 超硬合金の旋削加工条件の評価方法に関する研究―微小切削における電力評価― 松村　祐治 富山高等専門学校
44 超硬合金半焼体の小径深穴加工条件の最適化 向出　保仁 ㈱サン・アロイ

D会場
開発・評価
（材料系）
13:15～15:00

45 樹脂チューブにおける信頼性評価方法の確立 島田　隆広 ㈱ジーシー
46 省エネ発光体の評価方法の研究（第五報）　―画像処理による面での評価― 野手　陽介 富山高等専門学校
47 硬さ試験における押込み－変形プロセスの評価 井上　克彦 ㈱アサヒ技研
48 押込変形プロセス試験と引張変形プロセス試験の関連性の検討（２） 中井　　功 ㈱アサヒ技研

大会議室 
20周年特別企画 
10:30～15:00 

　・ポスター展示
　　　品質工学研究の歴史と発展、研究発表大会の歴史(予定)
　・田口玄一名誉会長　QES2002特別講演収録DVDエンドレス上映 
　　　品質保証（信頼性）は品質工学で　－機能性評価の活用－ 

第20回 品質工学研究発表大会第20回



6月29日（金）

6月29日（金）

6月29日（金）

壇上発表：大ホール（きゅりあん８階）／小ホール（きゅりあん１階）

ポスター発表（OS・自由討論）　展示時間10:00～14:30： イベントホール（きゅりあん７階）

20周年特別企画　展示時間10:00～14:30：大会議室（きゅりあん６階）

議論の基となる発表概要については、4月末に学会HPに公開します。
大会開催の最新情報を学会HP（http://www.qes.gr.jp/）で確認のうえ、ご来場下さい。

大ホール
9:15～9:45 　　品質工学会総会

大ホール
評価・検査の
品質工学

10:00～11:40

49 MTシステムを用いたキーストロークによる本人識別 大坂　一司 日本大学
50 水道水における 残留塩素測定試薬の評価 山岡　誠司 ㈶広島市産業振興センター
51 MT法による主軸寿命予知システムの開発（第２報) 加藤　敏彦 ㈱松浦機械製作所

評価・検査の品質工学―20年の成果と今後の課題－
矢野　　宏 応用計測研究所㈱
高橋　和仁 電気通信大学

大ホール
マクロ視点での
品質工学

12:45～14:25

52 誤圧を利用した工場の環境影響度評価 生駒　亮久 KYB㈱
53 両側T法を用いた経済予測 永倉　克彦 ヤンマー㈱
54 つくば地区地震発生現象のMTシステムによる検討（１） 早川　幸弘 富山高等専門学校

マクロ視点での品質工学－20年の成果とマクロ視点での品質工学の今後－
谷本　　勲 アルプス電気㈱
高木　俊雄 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

小ホール
設計（機械系２）

10:00～11:40

55 高速ポリゴンスキャナモータ用スラスト軸受の最適化 篁　　智隆 東北リコー㈱
56 ヒートトンネルの熱効率の向上 根本　政明 アルパインプレシジョン㈱

57 Optimization of T-Peel Test Method for Flexible Packaging Film ROZZETA 
DOLAH 明治大学

58 射出成形機における型締装置の設計条件の最適化 常田　　聡 日精樹脂工業㈱

小ホール
教育1

12:45～14:25

59 児童、主婦による学校、家庭の最適化体験講座の実践 木下　康次 ㈱アマダ
60 チームベース学習におけるチームワーク力のMTシステムによる分析 楢原　弘之 九州工業大学
61 パラメータ設計の理解を深めるための直交表の講義方法の研究 宇井　友成 アルプス電気㈱
62 品質工学の教え方の研究 芝野　広志 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

大ホール
14:40～16:20

《受賞記念講演》　公益財団法人  精密測定技術振興財団品質工学賞論文賞・ＡＳＩ賞・一般社団法人　富山県経営者協会品質工学賞
《表彰式》　公益財団法人  精密測定技術振興財団品質工学賞発表賞・品質工学研究発表大会実行委員長賞・品質工学会会長賞

Ａ会場
手法（直交表、
SN比）

10:00～11:45

63 L１８（2１3７）直交表の交互作用出現パターンの精査 田中　　誠 静岡品質工学研究会
64 計測、受動的・能動的－機能性、安定性の評価指標:SN比の種類と評価 上杉　伸二 富士技術経営研究所
65 データの２乗和分解形式の精査とSN比構造の体系的研究 富島　　明 富島技術開発サポートセンタ
66 近直交表L１２（2１×3５）の性質に関する研究 澤田　静雄 東芝電子エンジニアリング㈱

Ａ会場
設計（機械系３）

12:45～14:30

67 高耐圧電源素子のロバスト設計 大室　泰久 ㈱東芝
68 塗液循環系用温度制御システム設計 小瀬村　透 富士ゼロックス㈱
69 スナップフィット形状の最適化 三森　智之 アルプス電気㈱
70 ソフトウェア設計中の直交表導入による開発効率の効果と課題 武澤　泰則 ㈱松浦機械製作所

Ｂ会場
検査（MTシステ
ムの応用）・評価

10:00～11:45

71 重み付け誤圧距離を用いた異音判定法 臼井　理浩 ㈱シマノ
72 RT法によるCCD画像を用いた金属表面検査技術の開発 執行　和浩 三菱電機㈱
73 シミュレーションを活用したMTシステムによるプラスチック成形部品診断 清水　友治 岩手大学
74 作業者の技能評価 久保田宗誉 ㈱松浦機械製作所

Ｂ会場
開発（MTシステ
ムの応用）
12:45～14:30

75 図面情報を使った開発工数の予測 沢田　　茂 コニカミノルタビジネステクノロジーズ㈱
76 MTシステムを用いた生体情報による入眠・出眠過程の検出 岩田　昂己 産業技術大学院大学
77 マウスのロータロッドとポスチャー試験機による行動の比較 斎藤　之男 芝浦工業大学
78 トウモロコシ栽培条件の最適化研究（２） 金築　利旺 ㈱あじかん

Ｃ会場
市場 ・教育２
10:00～11:45

79 甲州種ワインの品質予測に関する研究(第三報) 田中　秀朗 山梨県品質工学研究会
80 SN比による市場品質の予測 佐々木市郎 アルプス電気㈱
81 学校における品質工学の集中講義とその成績評価（１）　―SN比の教授方法― 上原　一剛 鳥取大学
82 学校における品質工学の集中講義とその成績評価（２）　―成績評価方法の検討― 上原　一剛 鳥取大学

Ｃ会場
製造（材料系、
機能性評価）
12:45～14:30

83 X線撮影システム用イメージングプレート端部への樹脂塗布条件の最適化 山本　宜人 コニカミノルタエムジー㈱
84 フィルムテープリール資材における成型不良の撲滅 串田　　敦 ㈱ジーシーデンタルプロダクツ
85 有機溶剤中への微粒子分散工程最適化 山野　裕子 富士ゼロックス㈱
86 シャントレギュレータの互換品採用における機能性評価方法 岡田　志朗 ＴＯＴＯ㈱

D会場
開発（パラメータ

設計）
10:00～11:45

87 薄型テレビの環境光検出用光学レンズの開発 河合　洋明 日立コンシューマエレクトロニクス㈱
88 製品開発・生産技術のコラボレーションによる塑性加工技術開発の効率化 犬塚　佑樹 コニカミノルタテクノプロダクト㈱
89 標準SN比解析による機能性塗料の粘弾性設計 武田布千雄 東北リコー㈱
90 色素太陽電池の光－電力変換材料組成の最適化研究（３） 森　　輝雄 森技術士事務所

D会場
製造（機械系）
12:45～14:30

91 コイルバネ加工条件の最適化 今井　力也 ㈱リコー　
92 型彫り放電加工における評価 岡田富士雄 三菱重工業㈱
93 数値シミュレーションを活用した電気めっき工程の最適化取り組み 浅井　　浩 日立オートモティブシステムズ㈱
94 イメージシミュレーションによる組立治具設計の最適化 上杉　一夫 アルプス電気㈱

"
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大会議室 
20周年特別企画 
10:00～14:30

・ポスター展示
　　品質工学研究の歴史と発展、研究発表大会の歴史(予定)
・田口玄一名誉会長　QES2002特別講演収録DVDエンドレス上映 
　　品質保証（信頼性）は品質工学で　－機能性評価の活用－ 




