




6月20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20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）

☆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20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
マクロ視点での
品質工学

10:30～12:10

１ 「売れる機械を予測する」　マーケティングへのMTシステム適用を考える 天谷　浩一 ㈱松浦機械製作所

２ ローマクラブをヒントにした不安定国家の項目診断 吉原　　均 NMS研究会

３ 地震発生予測後の行動に関するアンケート解析 (２) 水谷淳之介 富山高等専門学校

マクロ視点での品質工学
高木　俊雄 コニカミノルタ㈱

谷本　　勲 アルプス電気㈱

大ホール
開発設計における

品質工学
13:15～14:55

４ むき身かきの鮮度保持技術の最適化 (１) 高辻　英之 広島県立総合技術研究所

５ 生かきの鮮度判定技術の最適化 高辻　英之 広島県立総合技術研究所

６ むき身かきの鮮度保持技術の最適化 (２)　　 高辻　英之 広島県立総合技術研究所

７ 我が家における玉ねぎ栽培の最適化 中条　孝則 ＭＦＲＧ（計測機能研究会）

開発設計における品質工学
田村希志臣 コニカミノルタ㈱

水谷淳之介 富山高等専門学校

小ホール
設計(電気系)
10:30～12:10

８ CAEを活用したパラメータ設計による電動モータのトルク変動低減 亀田　幸則 KYB㈱

９ 定電流駆動時の逆起電力時間依存性を用いたDCモーターの機能性評価 武田布千雄 東北リコー㈱

10 T法とパラメータ設計を連携させた電子部品の効率的な最適化設計 林　　謙吾 TOTO㈱

11 高周波回路のパラメータ設計―悪玉交互作用抑制と計算量大幅削減― 鶴田　明三 三菱電機㈱

小ホール
開発（機械系）
13:15～14:55

12 視覚・触覚フィードバックを組み込んだ手の訓練装置に関する研究 森　　　崇 芝浦工業大学

13 内製1D-CAEツールによる複写機筐体内の気流安定化 中根　義満 キヤノン㈱

14 1刃1回転の切削電力評価を用いた難削材の仕上げ加工に於ける切削条件最適化 山口　浩幸 ㈱松浦機械製作所

15 様々な環境条件での熱による機械の変位に対する補正の最適化 武澤　泰則 ㈱松浦機械製作所

大ホール
15:20～17:15

《来賓挨拶》　経済産業省　大臣官房審議官　川上　景一／（一財）日本規格協会　理事長　田中　正躬
《講　　演》　「技展からみたマクロ視点における品質工学」　吉澤　正孝
《表 彰 式》　貢献賞・（公財）精密測定技術振興財団品質工学論文賞・ＡＳＩ賞・（一社）富山県経営者協会品質工学賞

A会場
手法（直交表）
10:30～12:15

16 多水準を有する近直交表L１２の発生機構の明確化と検証 田中　　誠 静岡品質工学研究会

17 ３・４・６水準系L１２直交表の水準平均を行列解法で求める方法の検証 鵜飼　義之 静岡品質工学研究会

18 ３・４・６水準を有する多水準系直交表L１２の交互作用の交絡解析 伊藤　義朗 静岡品質工学研究会

19 ２段階設計のL１２過飽和計画への適用と解析方法 森　　輝雄 静岡品質工学研究会

A会場
手法（数理）
13:15～15:00

20 SN比η、対数SN比γＬ、非対称ベキ損失関数のＰＭの再現性の比較検証 富島　　明 富島技術開発サポートセンタ

21 交互作用の大きい事例の救済としての「計画行列」の適用 富島　　明 富島技術開発サポートセンタ

22 私(釋縁海)のタグチメソッド－品質工学の異見の研究－ 上杉　伸二 富士技術経営研究所

23 実験効率化・再現性向上に対する直交表・解析指標の新提案と検証 森　　輝雄 静岡品質工学研究会

B会場
設計（機能性評価）

10:30～12:15

24 浴室用床の水はけ性能の機能性評価 川原　健一 TOTO㈱

25 時間の二乗と走行距離との関係を用いたキャスター車輪の機能性評価 森　　富也 東北リコー㈱

26 ベルトドライブ機構における位置決め精度の改善 成田　秀夫 ㈱安川電機

27 軸受けの接触角測定方法の研究 山本　和義 ㈱松浦機械製作所

B会場
製造（加工技術）
13:15～15:00

28 エンボスキャリアテープ成形条件のパラメータ設計による最適化 上杉　一夫 アルプス電気㈱

29 超硬合金の旋削加工条件の評価方法に関する研究―多材種における応用― 松村　祐治 富山高等専門学校

30 新規導入した普通旋盤のための工具条件と加工条件の設定 菊地　真知 宮城教育大学

31 電力評価を用いた深穴加工条件の最適化 慈道　圭司 ㈱松浦機械製作所

32 引張試験片の旋盤加工による作製 井上　克彦 ㈱アサヒ技研

C会場
製造（機能性評価）

10:30～12:15

33 パラメータ設計が困難なフローはんだ付け工程の最適化 寺田　直哉 TOTO㈱

34 大型プラントの補修に用いる硬質肉盛溶接材料の仕上げ加工の自動化 深谷　健介 日本工業大学

35 作業性の評価についての提案   ～人依存系生産に対する品質工学の可能性を探る～ 畠山　　鎮 セイコーエプソン㈱

36 「JIS Z 9090」が適用できない場合の校正周期最適化　－ピンゲージの場合－ 佐々木市郎 アルプス電気㈱

Ｃ会場
開発・設計
13:15～15:00

37 浴室用エジェクタ機構付きシャワーヘッドのパラメータ設計 八板　遼平 TOTO㈱

38 消臭不織布マスクの開発 森　　泰彦 東亞合成㈱

39 T法と感度解析を利用した画像官能評価の効率化 澁谷　哲功 オリンパス㈱

40 自作スピーカーのパラメータ設計 塩沢　潤一 クオリティクリエイト㈱

D会場
教育・手法
10:30～12:15

41 チームベース学習環境下のチームワーク形成のMTシステムに基づく評価と予測 楢原　弘之 九州工業大学

42 学校における品質工学の集中講義とその成績評価　（３）教員間の評価の差の検討 上原　一剛 島根大学

43 直交表による視覚情報の最適化 宇井　友成 東北品質工学研究会

44 RT法のいくつかの改良案に関する考察 田中　靖人 ソニー㈱

D会場
社会（予測）
13:15～15:00

45 MTシステムによるスポーツ選手の体調管理 芝野　広志 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

46 標準SN比およびオッズ比を使ったセキュリティペーパーの検知特性改善 蒔田　聖吾 富士ゼロックス㈱

47 家庭用プリンタの予備消耗品購入に関する損失のケーススタディ 曽我　光英 富士ゼロックス㈱

48 健康診断結果を用いた次年度健康レベルの予測 杓野　　隆 コニカミノルタテクノロジーセンター㈱

49 有害物質を出さないことから作らないことへ　―毒性推定システムの研究― 戸枝　孝由 コニカミノルタIJ㈱
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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）

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
製造段階における

品質工学
10:00～11:40

50 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(3) 中井　　功 ㈱アサヒ技研

51 3D－CADを用いたパラメータ設計によるラインレイアウト設計の最適化 大塚　祐一 アルプス電気㈱

52 組立精度における作業者の技能評価 青木　規泰 ㈱松浦機械製作所

製造段階における品質工学
栃洞　孝吉 東海理化㈱

中島　建夫 東京電機大学

大ホール
評価における
品質工学

12:45～14:25

53 化粧品処方設計にバーチャル設計は応用できるのか 秋元美由紀 ヱスケー石鹸㈱

54 豆腐製造における中小企業の技術開発の在り方 吉野　節己 三宝化学工業㈱

55 品質工学の手法における納得性の研究（第一報） 常田　　聡 日精樹脂工業㈱

評価における品質工学
上杉　一夫 アルプス電気㈱

矢野　　宏 応用計測研究所㈱

小ホール
普及１

10:00～11:40

56 品質工学の組織的活用に関する実態調査 糸久　正人 法政大学

57 機能性評価を重視した業務に直結する未然防止実践研修の取り組み 五島　伸洋 TOTO㈱

58 品質工学活用のための資格認定制度の導入 大工原友幸 日産自動車㈱

59 品質管理検定における品質工学及び周辺分野の出題に関する一考察 佐々木市郎 アルプス電気㈱

小ホール
普及２ 

12:45～14:25

60 全日本製造業コマ大戦に向けた　コマのパラメータ設計 中原　健司 タカノ㈱

61 品質工学普及・発展のためのTOC（制約理論）を活用したボトルネック分析 関　　昭義 ㈱Goldratt Consulting Japan

（実行委員会特別企画）
品質工学普及のためのパネルディスカッション　パネリスト：普及セッション発表者　司会：糸久　正人（法政大学）、木下　秀明（テルモ㈱）

大ホール
14:40～16:20

《受賞記念講演》　（公財）精密測定技術振興財団品質工学賞論文賞・ＡＳＩ賞・（一社）富山県経営者協会品質工学賞
《表彰式》　（公財）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
社会（文化）
10:00～11:45

62 直交表による国宝・稲葉(曜変)天目茶碗の星紋・虹彩の再現研究（３） 杉山　　圭 静岡品質工学研究会

63 T法による和楽器「尺八」演奏上達の重要因子の探索研究 山口　信次 山口技術士事務所

64 MT法を応用したメロディ（モチーフ）の判別（１） 林　　秀行 品質工学フォーラム埼玉

65 MT法を応用したメロディ（モチーフ）の判別（２） 木村　　亮 静岡品質工学研究会

A会場
手法（シミュレー

ション）
12:45～14:30

66 シミュレーション研究のばらつき削減に対する調合ノイズ作成への問題提起 足羽　晋也 静岡品質工学研究会

67 CAE/数値シミュレーション対する調合ノイズ・直交表ノイズの2段階設計の比較 杉山　　圭 静岡品質工学研究会

68 BGA半導体シミュレーションに対する調合ノイズ作成方法とノイズ傾向の検証 伊藤　義朗 静岡品質工学研究会

69 直交実験における要因効果の再現性向上策の検証 田中　　誠 静岡品質工学研究会

B会場
設計（シミュレー

ション）
10:00～11:45

70 CAEを活用した難削材切削加工に対する品質工学適用の試み 大重慎一郎 ㈱IHI

71 シミュレーションによる２液混合装置ローター形状の最適化 西野　精一 阿南工業高等専門学校

72 直交表での形状選択による高寿命バネの開発 貞松　伊鶴 アルプス電気㈱

73 ＣＡＥによる電子部品のはんだ接続設計条件の研究 高橋　宏行 ㈱ケーヒン

B会場
社会（予測）
12:45～14:30

74 両側T法を用いた経済予測に関する研究　第１報　信号トレンドが一定の場合 永倉　克彦 ㈱ヤンマービジネスサービス

75 両側T法を用いた経済予測に関する研究　第２報　信号トレンドが変化する場合 永倉　克彦 ㈱ヤンマービジネスサービス

76 両側T法を用いた経済予測に関する研究　第３報　販売予測への適用 永倉　克彦 ㈱ヤンマービジネスサービス

77 広島市域における光化学オキシダントの短期予測 山岡　誠司 （公財）広島市産業振興センター

78 つくば地区地震発生現象のMTシステムによる検討(2) 早川　幸弘 富山高等専門学校

C会場
設計（MTシステ

ム１）
10:00～11:45

79 MTシステムによる太陽光発電システムの出力予測の試み 植　　英規 福島工業高等専門学校

80 MTシステムを用いた着座圧力分布による本人認証 越水　重臣 産業技術大学院大学

81 誤圧を用いた工作機械主軸の良否判定システムの開発 堀口　久介 ㈱松浦機械製作所

82 MTシステムによる画像品質のユーザー評価と物理特性との関連性検討 齊藤　健吾 キヤノンファインテック㈱

C会場
設計（MTシステ

ム２）
12:45～14:30

83 MT法を使用した組込みソフトウェアの性能測定 鉢村　　穣 ハートランド・データ㈱

84 低解像度画像を用いたMTシステム判別手法による組立異常監視 山田　哲司 富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱

85 MTシステムを用いたデフASSY振動検査の確立 松井　聡一 武蔵精密工業㈱

86 MTシステム単位空間の更新方法に関する研究 岩泉　一雅 アルプス電気㈱

D会場
設計（パラメータ

設計）
10:00～11:45

87 軸と軸受とを介した昇降機構を持つキャリッジにおける構成部品の最適化 山崎　祥悟 キヤノンファインテック㈱

88 取り下げ　

89 フィルム搬送精度の向上による色ずれの改善 久保田　剛 ニスカ㈱

90 保圧の機能に着目した射出成型工程の最適化 高木　克樹 ㈱ジーシーデンタルプロダクツ

D会場
製造（機械系、材

料系）
12:45～14:30

91 T法の推定精度向上の検討 林　　憲一 ㈱ノトアロイ

92 NC加工の高精度化を目的としたMTシステムによるびびり振動の検出 西岡　健人 九州工業大学

93 フレームハード品質の安定化 大塚　宏明 マツダ㈱

94 通気性金型の通気性能のパラメータ設計における基本機能の検討 田中　耕平 九州工業大学

95 直交表を用いた生産設備の評価 星野　隆臣 アルパインプレシジョン㈱

品質工学の果たすべき役割を探る
－全体最適の第一歩はマクロ視点から－
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