
 

 

 

 

 平成２７年９月１９日（土）、午前１０

時から午後５時半過ぎまで、高円寺にある

日本科学技術連盟高円寺ビルの会議室に
各研究会、部会、委員会の関係者２５名ほ

どが集まり、「研究活動に関するワークシ

ョップ２０１５」が開催されました。 

 昨年も好評だった「研究活動に関するワ

ークショップ」は、現在活動中の６研究会、

３研究部会、２特別委員会の会長あるいは
代理が、昨年度からの１年間の活動報告並

びに今後の活動について発表を行うもの

で今回も成功裏に終了しました。 

日本品質管理学会には現在、５つの研究
会[テクノメトリックス研究会、医療経営
の総合的「質」研究会、信頼性・安全性計
画研究会、サービス産業における顧客価値
創造研究会、グローバル品質管理教育研究
会]と２つの特別委員会[ＴＱＥ（問題解決
力向上のための初等中等統計教育）特別委
員会、安全・安心社会技術連携特別研究会]
その他３つの部会[ソフトウェア部会、Ｑ
ＭＳ有効活用及び審査研究部会、医療の
質・安全部会]があり、昨年開催のワーク
ショップ以降の１年間の活動状況を報告、
議論を行うためのワークショップです。

久々の快晴９月１９日（土）、午前１０時から午後５時半過ぎまで日本品質管理学会の中で展開 

されている研究会、部会、委員会の１年間の活動報告を行うワークショップが開催されました 
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 最初に司会の安井先生が、①研究活動

の活性化、②研究活動の情報共有化、③

学会として今後注力すべき方向性を探

ることを目的とすると、日本品質管理学

会の中條武志前会長が決めたワークシ

ョップ開催の目的を紹介しました。 

 参加者の多くがこうした報告の必要

性・重要性を認識していることから、発

表を行う委員長や代行者の皆さん、準備

万端、早速、最初の報告が始まり、報告

終了後には熱心な質疑応答が繰り広げ

られました。 

 

 
 委員会や出前講座を

ほぼ毎月開催、過去５年
間でホームページに公

開中の報告書１２０本、

日本品質管理学会だけ
でなく日本統計学会等

他学協会と広く連携と

報告する鈴木委員長。 

 最初の発表は電気通信大学大学院の
鈴木教授率いるＴＱＥ(Total Quality 
Education)特別委員会でした。 

「日本的品質管理」を築いた石川馨先
生生誕１００年、日本品質管理学会のホ
ームページをご高覧をと紹介しました。 

欧米に大きく遅れた数学・統計教育を
挽回すべく、ＴＱＥ特別委員会では初等
中等教育を中心に、データを採り、統計
手法を使い科学的にモノをみる「問題解
決能力」の強化に役立つ教材の開発や出
前授業など支援活動を展開しています。

参照：https://www.juse.or.jp/resource/ 

② 



 

△ 医療ＱＭＳモデルの開発に取組む医療の質・安全部会 

 

△ 医療経営の総合的「質」研究会の発表は主査を務め 

るひたちなか総合病院の永井院長が発表 

 

△ 安全・安心社会技術連携特別委員会は主査の筑波大 
学・伊藤先生が発表 

 
部会長・早稲田大学・

棟近先生が、医療社会シ
ステム工学の理論にも
とづき開発されたクリ
ニカルパスの 1つＰＣＡ
ＰＳとも連携し、シンポ
ジウムを開催している
他、医療の質マネジメン
ト基礎講座などを開催
するなど取組みを報告
しました。 

 
 医療や品質研究者、産
業界の経営者で構成さ
れた研究会は、医療機関
のＴＱＭ七つ道具、生体
情報モニターアラーム、
緊急アラームに対する
看護師の行動調査ある
いは電子カルテ等医療
ＩＴ関係等、幅広い医療
分野での品質事故撲滅
を目指し研究活動を展
開と発表しました。 

 
 委員会が取組むテー
マは「技術の安全（当た
り前安全）」、「安全の技
術（魅力的安全）」、「安
全に係わる管理技術」、
原子力から自動車の安
全と活動でユーザー、組
織の安全から、社会の安
全性の研究など幅広く、
かつ一番関心の深いテ
ーマで大変な様子。 

③ 



 

△ 信頼性・安全性研究会主査は電気通信大学の田中先生 

 
△ グローバル品質管理教育研究会（ＧＱＥ）中間報告

を主査の立林さんが発表 

 
△ ソフトウエア部会の主査は広島工業大学大学院教授

情報システム科学が専門の長坂先生 

 
 製品安全における未
然防止の実現、長期使用
製品・老朽化の安全性問
題、レジリエンスな組
織・事業継続の実現に向
け、信頼性・安全性の作
り込み技術、安全・安心
を達成する社会インフ
ラ構築等に関する活動
内容を報告しました。 

 
 グローバル化が急速
に進んだ日本企業の多
くが進出先で現地スタ
ッフの品質管理教育を
独自に行っているが、同
じような内容の教育を
各社で取組むより、近隣
の日本企業間で情報交
換をする方が効率的で
はとの発想で始まった
のがＧＱＥ研究会、連携
の難しさもと立林さん。 

 

 生活の中でコンピュ
ータが多用されている
ことから、ソフトウエア
部会では「ソフトウエア
の質」に焦点を当て、よ
り専門性の高い議論、研
究活動、情報交換を目的
に産業界と学会の専門
家、実務者が集まり、勉
強会、研究活動を展開し
ていると発表しました。 
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△ ＱＭＳ有効活用及び審査研究部会の研究活動報告は 

福丸部会長に代わりケーシーシーの上月さんが発表 

 

△ 関西支部の科学的先手管理アプローチ研究部会は品
質環境研究所の金子主査が発表 

 

△ 中部支部の産学連携現地現物研究会の発表は産業側 
  のメンバー・トヨタ自動車の小杉さんが行いました 

 
 部会員数１５０名を
越えるこの巨大部会は、
７つのワーキンググル
ープが活動しており、Ｑ
ＭＳの審査技術及び組
織の運営管理について
研究を実施、情報発信量
も膨大、研究報告書は学
会規定に基づき発行、審
査基準基本ガイドブッ
ク発行等、発表しました。 

 
 あらゆる分野で現場
の問題、経営的課題を顕
在化させる統計的品質
管理は、問題解決の方法
として体系化、定着化し
ているが、この研究会は
主に中小企業が抱える
課題を解決するため、科
学的先手管理やＱＣ手
法の活用などを指導す
ることを目的に活動中
と発表しました。 

 
巨大なトヨタグルー

プの企業関係者と名古
屋工業大学や早稲田大
学、関西大学の先生方が
産学連携「Ｑの確保のた
めに取組むべき領域」第
１期“開発・設計におけ
るＱの確保”を出版、第
２期は“開発・設計に必
要な統計的品質管理”出
版に向け準備中と発表。 
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△ 関西支部・統計的品質管理情報技術開発研究会は主 
査の神戸大学の稲葉先生が発表 

 

△ サービス産業における顧客価値創造研究会は主査の 
企画システムコンサルティングの石川さんが発表 

 
△ テクノメトリックス研究会は大学関係者中心の研究会 
主査を務める統計数理研究所の黒木先生が発表 

 
この研究会も企業メ

ンバーが多く、機密性の
高い内容を議論するこ
ともあり、クローズドさ
れていたが、より広い視
野での議論を展開する
ためオープンな研究会
に向け「統計的品質管
理」に関心ある新規会員
を募集し、活動活性化を
図りたいと発表。 

 
 高級輸入車の契約前
の情報提供により顧客
価値をどう創造するか、
熾烈な競争下にある家
電メーカーでの顧客価
値創造等、コンジョイン
ト分析手法を応用する
など高水準のサービス
企画が可能なことを大
きな成果を上げ、産学連
携で実証したと発表。 

 
 メンバーの多くが大
学関係者のこの研究会
では、統計的手法を活用、
品質管理の原点でもあ
る管理図による管理、デ
ータ収集による事実に
基づく科学的管理を活
用した研究を行い、手法
の応用分野の拡大、異分
野への展開を念頭に研
究を行ったと発表。 
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△ 関西支部・品質管理教育教材開発研究会は主査・関西大

学の荒木先生に代わり神戸大学・稲葉先生が発表 

   
産学がちょうど半数

のこの研究会は、学校や
企業での品質管理教育
の教材を提供する活動
を展開しています。 

２００８年発足以来
継続中で企業関係者が
対象の研修会を開催し
たり、中高等学校の教育
用教材等を開発し、普及
を図っていると発表。

 
 各発表が終わるたびに司会の安井先

生から質疑応答を求められ、かなり突っ

込んだ質問が会場内を飛び交いました。 
 特に椿次期会長は現会長から申し渡

された改革が頭の中にあり、具体的なイ

メージをお持ちの様子でした。 

 
 このワークショップを始めた日本品

質管理学会の中條前会長も終日熱心に

耳を傾け、鋭い質問をしていました。 
 午前の部は３０分超過、午後も熱心な

質疑応答が繰返され、司会の安井先生も

手の施しようがありませんでした。 
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△ 品質関係組織の改革についても議論百出

 

△ 話題が組織改革に移り、説明に立つ椿次期会長 

 

 

 発表が終わり、休憩の後、デ
ィスカッションに入り、最初は
ワークショップの発表に関連
の質疑でしたがその後はもっ
ぱら品質管理関係の組織改革。 
 品質に関わる活動の発展・支
援に賛同する企業の品質活動
に関する情報サービスの提供
を目的に日本科学技術連盟、日
本規格協会など中核組織が擁
する職域企業ならびに会員へ
の価値を提供するため、それら
中核組織と日本品質管理学会
をまとめアンブレラ組織「(仮
称)ＪＡＱ（Japan Association 
for Quality）」として活動する
ことを目指していると椿次期
会長から説明がありました。 
 詳細は次の総会で明らかに
なるようですが、関係組織間で
のこうした議論と同じく、ＱＣ
サークル活動関係でも従来の
協賛企業だけではなく、中小企
業あるいは工業高校や大学な
どでも品質に関する関心が薄
く、欧米のように小中学校から
の関連授業の強化も働きかけ
る必要とのご意見もあり、今後
の日本品質管理学会は、研究
会・部会・特別委員会などの研
究活動をより一層、学会の主役
にする狙いもあるようでした。 
 熱気冷めやらぬ中、午後５時
半過ぎ修了しました。 

⑧ 


