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【要約】 

統計モデルを理解しかつそれを実際のケースで確実に使用できる能力を獲得するために数種類の教材を用いた教育

が著者によって開発されている．これらの教育で用いられる代表的な教材には紙グライダー，複葉紙ヘリコプター，

コイン射撃そして飛球シミュレーターがある．それらはすべて具体的に紹介される．本稿では設計から量産に至るま

での一貫した模擬的な実技演習教育を議論する．それらは実際タイプの教育と仮想タイプの教育で構成されている． 

 

キーワード：実際型模擬教育， 仮想型模擬教育，紙グライダー，複葉紙ヘリコプター，コイン射撃 

飛球シミュレーター 

 

【Abstract】 

Educations by using several educational materials are developed by author to understand the statistical model 

and to get practical ability to use it in actual cases.  The representative teaching materials used in these 

educations include paper glider, twin rotor paper helicopter, coin shooting and fly ball simulator.   All of them are 

introduced concretely.   Simulated coherent practice educations which cover programs from design to mass 

production are proposed in this paper.  They are constructed in an actual type education and a virtual type 

education. 

 

Key Words: Real simulated type practice education, Virtual type simulated practice education, Paper glider,  

Twin rotor paper helicopter, Coin shooting, Fly ball simulator 

 

1. はじめに 

 かつて”Japan as No.1”といわれた日本のモノづく

りが，昨今は曲がり角に来ている．工業立国日本の礎

を築いた人々が第一線を去りつつある現在，Made in 

Japan のブランドを守るための然るべき手が必要で

ある．キーワードの一つが「技術の伝承」である．こ

れは先人が経験と開発を通して蓄えてきた諸々の技術

を次の世代に継承することである．しかしながら，熟

練技術者が持つ知識は暗黙知であることが多く，継承

することが難しいといった課題がある．最低限の歯止

めとしてノウハウのドキュメント化（文書化と映像化）

といった形式知化は当然としても，それだけでは十分

ではない．この種のものには体験を通してでなければ

伝わらない本質が存在するからである． 

 本稿で取り上げるもう一つのキーワードは「管理技

術の伝承」である．これは取り組み方（アプローチ方

法）と言い換えることもできる．技術は日進月歩で短

時間のうちに変化・変容し陳腐化し消えていく運命に

ある．したがって，表面的な技術よりもその奥にある

本質的なものに目を向ける必要がある．この観点から

不変性・普遍性を有している「管理技術」の伝承につい

て Made in Japan を牽引してきた QM（Quality 

Management：質経営）に焦点を合わせて議論する． 

 伝承のための有力な方法の一つが教育である．著者は

長年大学に勤務し，研究とともに教育にも携わってきた．

大学生・大学院生だけでなく，」機会を得て多数の企業の

人々の教育も経験してきた．，その中で，実際のもの作り

を通してでなければ伝わらないものが多数存在すること

を知ることができた．これをホンモノのモノ作りで行う

となると以下の問題に直面する． 

a)時間がかかる． 

b)危険が伴う． 

c)扱うものが短期間に陳腐化する． 

d)高いコストが必要になる． 

e)当該のもの以外への広い応用が利かない． 

そこで，これらを総合的に解決する方法として著者は「模

擬体験教育」を開発し実施してきた．その要点は以下の

4つである． 

1)モデルを用いるが本質をとらえた教育であること． 

2)本質を捉えた教材を開発し教え方を工夫すること． 



   

2 

 

3)理論と実技を融合した教育であること． 

4)例題や演習ではなく実際の結果で議論すること． 

もの作りにはばらつきが不可避であり，これを扱うに

は統計モデルの理解と利用が不可欠である．これを踏

まえた「管理技術の伝承」として統計モデルの模擬体

験教育の重要性が近年富に増している．本稿では計モ

デルの模擬体験教育について議論する． 

 

 

2. 背景となる理論 

 本稿の主題である模擬体験教育を議論する前に，こ

の背景にある 2 つの理論について簡単に述べておく． 

模擬体験教育ではいろいろな実験を行うが，その際

に悩むのはどのような統計モデルを用いるかである．

工学における設計では近似式でよい．ただし，現実に

はどの程度の近似式が妥当なのかについて悩むことに

なる．これに関して著者はテイラー展開に基づいた指

針を提案する． 

 模擬体験教育の中身は①実験を計画し，②それでと

ったデータで模型を作成し，③それを用いた最適化で

設計を行い，④その後量産した上でその結果を評価す

ることから構成されている．この一連の活動は強力な

支援ツールなしでは短時間で分かり易くかつ効果的に

進めることはできない． 

 

2.1 テイラー展開による近似式と工学における設計 

 実験を行って近似式（模型）を作成しようとする場

合に多くの人が悩むのは式の構造である．1 次式で良

いのか，積項が必要なのか，あるいは2次項までを必

要とするのかについて実験の前に明確な情報があると

いうことはほとんどない．しかし，テイラー展開を応

用すると合理的なアプローチが考えられる． 

対象とする f(x)は複雑な1変数関数であるとする．1

変数関数に関する点aの近傍でのテイラー展開は以下

に示す通りである． 
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これより明らかなことは，点aそのものならば定数f(a)

となる．点aのごくごく近傍ならば1次式で近似でき，

少し離れたら 2次式の近似が必要になる．かなり離れ

たら高次式の近似が必要になるが，実務の多くの場合

にはそれほど離れることはあまりない．したがって，1

次式近似か 2次式近似で多くの場合は事足りる． 

次に分かり易い説明のために一般形の最小形として．

2 変数関数を取り上げる．この場合も対象とする 2 変数

関数は複雑なものとする．これに関する点（a,b）の近傍

でのテイラー展開は以下の通りである． 
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点（a,b）そのものならば定数 f(a,b)となる．この点から

離れた場合にはその離れ具合で以下のことが言える． 

② ごく近傍ならば1次項までで近似ができる． 

②少し離れたならば積項までで近似ができる． 

③更に離れた場合は2次項までで近似ができる． 

このことを踏まえて次のように設計を行うことができる． 

＊データを取って回帰分析を用いれば必要な範囲

における近似式を求めることができる． 

＊設計においては真の関数 f(x1,x2)を知る必要はな

く，十分な近似式で良いのである． 

以上のことは多変数関数のテイラー展開においても同様

であるが，多変数の場合には式が複雑になるためにその

説明は割愛する． 

【参考】標準が順守された工程のデータに正規分布が

適用できるのは次の様に説明ができる．標準と

は多変数空間のある一点を意味し，それを順守

するということはこの点の近傍で作業が行わ

れることを意味する．標準順守とはこの点から

のずれが微小で，しかもそれはランダムに動く

ために変数は確率変数と考えられ，第2項以下

は微小な確率変数の和となる．多数の確率変数

の和は中心極限定理により正規分布に近づく． 

したがって，適切な実験計画を用いてデータを取り，重

回帰分析を行うことで必要な近似模型を得ることができ

る．重要なことは，どのような模型に対してどのような

実験計画を用いたら良いかということになる． 

 しかしながら，設計対象に関する必要な模型の次数は

事前にはクリアに分からない．多くの場合にはとりあえ

ず見当をつけてアプローチはするが，実際には柔軟にか

つ臨機応変にアプローチすることが重要である．なお，

以下に教育プログラム作成のための指針を示しておく． 

＊初級者:1次模型が望ましいので範囲は狭くとる． 

＊中級者：積模型を扱うべきなので範囲は少し広くとる． 
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＊上級者:２次模型を学ぶべきなので範囲は広くとる． 

2.2 HOPE 理論の概要 

2.2.1 HOPE とは何か 

 HOPE という名称は以下に示す英語表記の頭文字

を取り出した略称である． 

Hyper Optimization for Prospective Engineering 

この背景について簡単に説明する． 

 質（Quality，以下Qと略す）には時制（過去のQ，

現在のQ，未来のQ）がある．これらは図1の様に整

理することができる．上下 2 つに分類しているのは，

Needs型（要求先行型）とSeeds型（技術先行型）の

違いである．両者の違いは未来のQの細分類で企画か

ら始まるか開発から始まるかの違いである．そして強

調したいのは，未来のQの最後は設計であるというこ

とである． 

 

検査 製造 設計 開発 企画

過去のQ
（作ってしまった）

現在のQ
（作っている）

未来のQ
（これから作る）

（近未来）
Near Future

（中未来）
Middle Future

（遠未来）
Far Future

Needs型(要求先行型)

検査 製造 設計 企画 開発

（近未来）
Near Future

（中未来）
Middle Future

（遠未来）
Far Future

Ｓeeds型(技術先行型)

 

図 1 質の時制（矢印は取り組む順番） 
 

工学では3つの時制のQを扱うが，そのアプローチは

時間的な方向性によって以下の2つに分類される． 

＊後方視型工学：作ってしまったQを扱う工学 

    検査が主体となり問題解決が重要になる． 

英語表現：Retrospective Engineering 

＊前方視型工学：これから作るQ Qを扱う工学 

    設計が主体となり課題達成が主体となる． 

英語表現：Prospective Engineering 

製造は現在のQを扱っているが，上記の両者の間にあ

るため，必要な方に含めればよい． 

HOPEは主として設計を扱う（そのために企画とも

連携する）ために Prospective Engineeringを対象と

している．そして，具体的な方法は超最適化（hyper 

optimization）を用いた超設計（hyper design）であ

る．これを英語で表現すると以下の様になる． 

Hyper Optimization for Prospective Engineering 

これを各単語の頭文字をとってHOPE と略記する． 

 

2.2.2 設計の新しい概念としての超設計の概要 

 Hyper optimization（超最適化）とは次のものであ

る．多数の設計因子で模型を作成したときにその中から

超因子というものを指定すると超構造関数が構成でき，

それを用いて最適化するのが超設計である．以下，通常

の設計と比較して超設計について簡単に説明する．本来，

超構造関数は複数の超因子に関する多項式で，その係数

部分が設計因子の多変数関数となっているものである．

しかし，ここでは簡単に説明するために超因子は１つで

かつその1変数関数という単純な場合で説明する． 

1)通常の関数による設計 

 特性yに対して因子がp+1個あり，そのすべてを設計

因子として使うのが通常の設計である． 

1 2 1
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x
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        (3) 

上の式には超因子はなく（超因子を指定しないので），因

子x=（x1,x2,…,xp）はすべて設計因子である． 

 

2)超構造関数による超設計 

特性yに対して因子がp+1個あり，そのうちの1つを

超因子Ｈとして指定すると，Ｈの1次式が構成され，こ

れを超構造関数と呼ぶ． 
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上の式には超因子H があり，残りの因子は設計因子x=

（x1,x2,…,xp）となっている．超構造関数はＨに注目した

構造の関数で，設計因子はその係数の関数（係数関数）

を構成している．したがって設計は超因子Ｈの役割に合

わせて係数関数を最適にすることである． 

通常の設計は全ての設計因子を用いて望む y（最大化，

最小化，接近化）を出力する設計を行う．しかし，超設

計では超因子 H に役割を与えて設計を行うので与えた

役割によって設計は大きく異なる．役割にはいろいろな

ものがあるが，代表的なものは以下の2つである．これ

を簡単に説明するために後に図５で紹介する紙ヘリコプ

ー（紙ヘリと略記する）を例として取り上げる． 

① 入力因子 M：出力を制御するもの 
紙ヘリの例：＊高度，＊錘の重量  

② 撹乱因子 Z：出力を撹乱するもの 
紙ヘリの例：＊紙の種類，＊印刷方向 

Hが入力因子（出力を制御するもの）の場合には，こ

れを用いてｙ（滞空時間）を自由に実現することができ

る．したがってこの場合の設計は傾きの関数と切片の関

数があり，それらを最適にするという形の設計になる． 

 Ｈが撹乱因子（出力を乱すもの）の場合には，この影

響を減衰するためにＨの前の係数関数を0に近づけると

ともに定数項の関数を最適化（最大化，最小化，接近化）

する．これは頑健設計（ロバストパラメータ設計）とし
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近年広く行われている．しかし，それはＨを質的因子

として扱うためにフレキシビリティの少ない設計とな

っている．撹乱因子の多くは量的因子であるので，そ

の場合には量的因子として扱うべきである．また，Ｈ

を質的因子として扱うために超構造関数が高次式にな

った場合を扱うことができない．なお，因子の役割に

は様々なものがあるが，本稿は模擬体験教育に焦点を

合わせているのでそれらの説明は割愛する． 

 

2.2.3 HOPE 理論を支援するツール 

 超構造関数を用いて最適化を行う設計法である

HOPE 理論を実際に用いるに場合は強力な支援ツー

ルが不可欠である．このために開発されたものがJMP

の上で動くHOPE Add-in for JMP（以後HOPEアド

インと表現する）である．これはSAS Institute Japan

株式会社（岡田雅一）との 10 年以上にわたる共同研

究で開発されたものである． 

 

 

3. 模擬体験教育 

 

3.1 模擬体験教育とは 

模擬体験教育は本物体験で得る本質的な内容と同質

のものを学べる教育である．そして，本質を分かり易

く，安全で，短時間に安く実施できる点が模擬体験教

育の長所である． 

 模擬体験には実技演習によるものと仮想演習による

ものとがある．本稿は両者の共通点と各々の固有の特

徴を明らかにしQM（Quality Management：質経営）

のための仮想演習の要件について議論する． 

 

3.2 模擬体験教育のための模擬実技の開発の流れ 

伝統的なチップ実験は人の手によるデータ発生のため
に計算演習の枠を越えることができない．そこで著者が
開発してきた実技演習型教育は以下の流れとなっている． 
 [1]維持＋改善を伴うデータ発生が可能な教育 
   ①コイン射撃（図 2と図 3） 
[2]改善＋開発の活動を伴うデータ発生が可能な教育 
   ②紙グライダー（図 4） 
[3]開発・設計＋維持を伴うデータ発生が可能な教育 
   ③複葉型紙ヘリコプター（図 5 

※複葉型紙ヘリコプターは多変数（10～20変数）

を扱うために著者が独自に開発したものである． 

それぞれの特徴は表1に示すとおりである 

＊【維持】一端作業標準を決めたならそれを順守する． 

＊【改善】結果全体(分布)が悪ければ標準を変更する． 

＊【開発】新しい製品を創造しその品質を保証する． 

 

 

図2 コイン射撃 

 

図5. shooting machine＜4型＞図3. shooting machine＜2型＞ 図4. shooting machine＜3型＞

                                        

図5. shooting machine＜4型＞図3. shooting machine＜2型＞ 図4. shooting machine＜3型＞

                                        図5. shooting machine＜4型＞図3. shooting machine＜2型＞ 図4. shooting machine＜3型＞

                                        

図5. shooting machine＜4型＞図3. shooting machine＜2型＞ 図4. shooting machine＜3型＞

                                        

（1）原型 （2）目印ライン入り

（3）ガイドとストッパー装着 （4）角取り&メジャー付き
 

図3 射撃機の改善による進化 

 

Ａ2用紙

解放位置

 

図4 紙グライダー（部品組立型） 

 

 

図5 複葉型紙ヘリコプター（上下の翼の組立型） 
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表1 活動と教育プログラムの特徴 

維持 ★ △ ○

改善 ○ ★ △

開発 △ ○ ★

コンテスト ビリヤード フライト ロバスト

    ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
活動

コイン グライダー ヘリコプター

 

※★極めて有効，○有効，△扱うことは可能 
 
3.3  Modelを用いた実技演習 
 管理技術としてのＱＭを学ぶ上で，何らかの固有技
術を用いないと具体的に学ぶことは不可能である．し
かし，難しい固有技術を用いるとそれ自体を学ぶこと
がたいへんでとても管理技術まで手が回らない．ここ
で重要となるのが Modelという考え方である． 
 Model とは日本語で模型・雛形と呼ばれ，本物の持
っている本質だけを取り出した「よくできたニセモノ」
のことであり，難しい言葉で言うと，本物を抽象化し
たもののことである． 
   抽象＝抽出＋捨象 
     抽出：本質を取り出すこと 
     捨象：枝葉末節なものを捨て去ること 
つまり抽象化されたものとは，本物を分かり易くした
り，取り扱い易くしたりするために用意された便利で
有用な道具（教材）でのことである．  
 
 

4. 模擬実技の要点 

 

4.1 設計から量産までの一貫教育 

Quality Management（以下QM）は質を中核とし

た経営のことである．これを総合的に理解するために

は設計から量産までを一貫して学ぶことが重要である．

しかし，本物の製造現場でこれを短期間に行うことは

現実的には不可能である．このために模擬実技による

教育が開発され，既に多くの成果をあげてきている．

しかし設計から量産までの全体を一貫して扱う模擬体

験教育は少ない． 

 

4.2 質の保証を妨げる3種類のばらつきとその対応 

 QM の本質を統計的に表現すると，①ばらつきを低

減して②平均を望ましい状態にすることである．本章

では3種類のばらつきの統計数理的な整理と，それら

への対応の仕方及びそれを体験的に学ぶための教育に

おける現物模擬実技と仮想模擬実技について議論する． 

 

4.2.1  3種類の撹乱要素と複合撹乱 

 ばらつきとは同一の対象に関して繰り返しとったデ

ータが一定でないことである．その原因を考える場合

に重要なことは結果のばらつきとの関係である．何か

がばらついても，それが結果に影響しなければそのばら

つきは問題とはならない．原因が結果（特性，出力）に

ばらつきをもたらすことを本稿では撹乱する（乱す）と

表現する．これには以下の3種類のものがある． 

1)誤差撹乱(変量)ε：出力（特性）につく誤差 

2)内的撹乱(変量)λ：設計因子につく誤差 

3)外的撹乱(母数)Z：水準の変化による関数の乖離 

※実験時は制御するのでλはなしでZ は母数とする． 

以後はそれぞれを略して誤差，内乱，外乱と呼ぶ．誤差

は出力（結果系）につく撹乱で，これはいわゆる「誤差」

のことである．これに対して内乱も誤差ではあるが要因

（原因系）につく誤差なので内乱と呼び区別する．内乱

は変数（制御因子）の乱れであるが最終的には出力を乱

すことになる．外乱はその水準によって生じる関数の乖

離である．もともとは変量であっても実験時は数個の水

準として質的に扱う．なお，外乱に関してはそれが量的

な因子の場合には量的に扱うことができるが，これにつ

いては別の機会に報告予定している． 

以上のことを数理的に表したものが以下の式である 

． 
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式(1)は3種類の撹乱（ε,λ,Z）が複合している一般形の

表現である．これは以下の4 つのタイプに分類できる． 

①εとλなし：多くのシミュレーションに対応する． 

②εのみの単一の撹乱：通常の統計モデルである． 

③2種類の複合撹乱：さらに 2 つの場合に分かれる． 

[A]Z とεの場合：多くの場合の頑健設計 

[B]λとεの場合：特殊な場合の頑健設計 

④3種類の複合撹乱（ε, Z, λ）：高度な頑健設計 

 

4.2.2 教育における3種類の撹乱要素の重要さ 

 多くの場合の教育において3種類の撹乱要素は以下の

仮定（前提条件）として扱われる． 

(1)εは正規分布している． 

(2)λはない．つまり設計因子は指定通りの条件とな

りそこには誤差はない． 

(3)Z は完全に制御されている． 

誤差撹乱(変量)εに関しては，受講生は実験に慣れてい

ないのでεi とεj が互いに独立に同じ正規分布にしたが

うという仮定は多くの場合に裏切られる．実験の場が管

理されていない場合は誤差の間に相関が生じ，二山分布

になることや異常値が発生することはしばしば起こる．
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内的撹乱(変量)λに関しては，実験のていねいな準備

と慎重な運営を行わない限り実験の条件が実験計画通

りにはならない．しかし，正しく条件通りの実験が行

われたものとして後のデータ処理が進んで行く．もし

実験時の条件を正確に記録することができたならば，

実際に行われら条件は計画が示す水準の前後にばらつ

いていることが分かる．外的撹乱(母数)Z に関しても，

十分な体制で臨まないとその水準設定が実験計画とは

不整合になる危険が高い．もともと外的撹乱とは，実

験時以外は制御ができない・制御しないものなのでそ

の状態が自由に暴れて yを乱すものなので，高度に制

御しなければ危険なのである． 

 とったデータで解析をし，その後設計を行った時点

で教育を終わりにすれば以上の問題は現れない．しか

し，次のことを行えば以上の問題は明確に露呈する． 

  (1)設計したものの実現確認を行う． 

  (2)量産を行う． 

統計数理の観点からは，実現確認は少量の量産という

ことができ，量産は多量の実現確認ということができ

る．しかし，現実はそうではない．実現確認は実験体

制のままで行われるが，量産となると実験体制とは異

なる量産体制のもとで行われる．つまり，前提条件が

異なるのである．実験体制では効率を無視しているが，

量産体制では効率を意識するために，非効率な実験体

制を変える頃になる．このことが原因で結果の不整合

が起きることは珍しくない． 

 実現確認に成功（設計の予測通りの結果を得ること）

しても量産時の結果が設計の予測通りの結果にならな

いことが起きることがある．この場合には，回帰調整

を行うと良い．すでに基本的な条件は決定しているの

で，その中のものを調整因子として取り上げて回帰調

整を行うわけである． 

 

4.2.3  自責・他責の観点から見た3種類の撹乱要素 

ばらつきを自積と他責で分けると以下のようになる． 

  誤差：他責のものが多いが自責のものもある． 

       ※自責のものは改善の対象である． 

  内乱：自責のものが多いが他責のものもある． 

       ※他責のものは攪乱因子にできる． 

  外乱：原則は他責だが見方により自責もある． 

       ※原則として撹乱因子にする． 

自責のものは改善を行うのが原則だが，時には撹乱因

子にしてその影響を減衰することも選択肢である．他

責の場合には撹乱因子にしてその影響を減衰すること

が原則であるが，設備導入などにより制御することで

その影響を遮断する（経営的判断を伴うが）ことも選

択肢である． 

1)誤差εへの対応：実験誤差と工程能力に大きな影響 

 誤差は実験時には実験誤差に量産時には工程能力に影

響するのでその低減は重要である．ヒストグラムの形状

に基づいた層別により原因を把握して然るべき手を打つ． 

<1>離れ小島型（異常値）：これは見てすぐにわかる 

 異常値には際だった特徴があるため原因が分か

りやすく，原因に手を打ってこれを再発防止する． 

<2.>二山型(二層への層別):これも見て直ぐにわかる 

二つの層が混合しているのでそれを突き止める．

二層を一層にすることでばらつきが低減できる． 

<3>尖塔型(二層への層別):尖度を調べるとわかる． 

 平均がほぼ同じでばらつきの異なる二層が混合

している．層別に成功したら，二層になる原因を

調べてばらつきの小さい方の層に統一する． 

<4>扁平型（多層への層別）：尖度を調べるとわかる． 

 平均の異なる複数の層が混在している．層別に

成功したら，複数の層になる原因を調べて望まし

い層に統一すればばらつきは小さくなる． 

改善(問題解決)による誤差の低減は全ての基本である． 

2)内乱λへの対応 

[a]改善:ばらつきを低減することが本来の姿である． 

 ＊内乱は｢自責｣で自助努力することが原則である． 

[b]非線形の応用:傾きの緩やかな場所を採用する． 

 ＊試みると良いが必ずしもうまくいく分けではない． 

[c]撹乱因子への転化:内乱を外乱として外側に割付る． 

＊ただし減衰してくれる設計因子が不可欠である． 

管理された実験ではλはないと仮定できる．しかし量産

時はλが無視できないため，λが特性に与える影響(制御

因子に誤差を付与)を乱数シミュレーションで把握し，そ

れを踏まえて設計すべきである．その結果が思わしくな

ければλのばらつきを低減すべきである．  

3)外乱Z への対応 

 外乱に対する基本的対応は頑健設計で，これは式(1)

の2行目第2項の乖離パートの係数部分の絶対値を小さ

くし，平均パートを最適化することである．なお，Z は

質的扱いが多いが，これは量的に扱うこともできる． 

 

 

5. 模擬実技の要点とそのアプローチ 
 
5.1 QMの３つの活動と工程の６つのステージ 
 模擬実技においては，どの教材（モデル）を用いる場合
でも，QM には維持・改善・開発の３つの活動があり，工程
には６つのステージがあることを認識し，各々の内容を体
験に基づいて確実に理解することが重要である． 
１）QMの３つの活動 
 QM には，以下に示すタイプの異なる３種類の活動（紙ヘ
リコプターの実技を例に記述）があることを理解する． 
  ①維持：所与のデザインを所与の方法で確実に生産 
  ②改善:所与のデザインをより良い方法に変えて生産 
③ 開発:新たなデザインを新たな方法で生産 

特に①と②で混乱が生じやすい．①は方法を変えるなと
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言っているのに②は方法を変えろと言っているからで
ある．一見矛盾する両者を理解するには図 6に示す工
程の進化の６つのステージの理解が不可欠である．  
２）工程の進化の 6ステージ（新製品立ち上がりから
工程管理まで） 
 ある製品が新製品として登場し，その後量産され，
最終的に生産中止に至るまでの生涯を整理すると，そ
れは図 2に示すように６つのステージで構成される． 
[A]新製品立ち上がり（不良率はかなり大きく，廃棄率 
   も無視できない） 

作業標準が不整備のため正規分布にはほど遠い． 
[B]ばらつき大・偏り大（不良率は大きい．） 
  整備が進み正規分布には近づいたがばらつきも偏 

りもかなり大きい． 
[C]ばらつき小・偏り大（不良率は中 or小程度である．） 
  ばらつきは抑えたが偏りが抑え切れていない． 
[D]ばらつき大・偏り小（不良率は中 or程度である．） 
   偏りは抑えたがばらつきが抑え切れていない． 
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図 6 工程の 6つのステージﾞ(全体構造,世界地図) 

 

[E]ばらつき小・偏り小（不良はほとんど無しである．） 
  ばらつきと偏りの両方を十分小さく抑えている． 
[F]工程管理 
 状態を監視し問題があれば原因追求・再発防止をし 
  [E]の状態を管理図を用いて維持する． 
 
5.2 ばらつきの低減（例は紙ヘリコプターの場合） 
 結果がばらつくのは原因がばらつくからである．一
般にばらつく原因が３種類存在し式(6)のようになる.  

  σT
2
＝σP

2
 ＋ σO

2
 ＋ σM

2 
                (6) 

   [全体のばらつき]＝[生産のばらつき] 
       +[操作のばらつき]+[計測のばらつき] 
①実験 1(分散V1):n機を製作し各々を飛行して計時 
②実験 2(分散V2):1機を n回飛行して計時 
③実験 3(分散V3):VTR(1機1飛行を録画)を n回計時 
上記の 3種類の実験で得たデータを用いて，分散は以
下の様に推定し寄与率の大きいものを低減する． 

   ＶP＝V1－V2，ＶO ＝V2－V3，ＶM
 
＝V3 

 

5.3 偏りの低減 
 ばらつきの低減後は偏りの低減である．これは回帰分
析の活用で達成できる．設計因子と特性(出力)の関係を
回帰式として把握して平均を目標に近づけることで偏り
が低減できる．その際，設計因子の数を増やして重回帰
式を用いて確実・柔軟に偏りを低減することが望ましい． 
 

5.4 QMの導入教育における 4つの基本的な課題 

 QMの導入教育での 4つの基本的な課題を図 7に示す． 

[1]計測管理：信頼のおけるデータをとる． 

[2]問題解決(改善)：層別比較により問題を解決する． 

[3]ばらつき低減：ばらつきを低減し管理する． 

[4]平均制御：平均を制御して目標値に合わせる． 
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図 7 QM教育の標準的なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(例は紙ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰの場合) 

 

6． 仮想実技のための飛球シミュレーターとその活用 

現物実技の中でもとも扱い易いのが図2と図3に示す

コイン射撃で，コインは2次元の平面上を直線で滑走す

るものである．この発展形の仮想模擬実技版としてコイ

ンを球にしたうえでこれをバネの力で空中に飛ばし，3

次元空間でいろいろなものの影響を受けて飛んでいく形

にすると様々なタイプの模擬実技が可能である．入力と

してはバネと連動した発射レバーの引き量や角度やバネ

の本数などが利用できるため多入力を扱うことが可能と

なる．これは仮想的に球を空中に飛ばすもので，SAS 

Institute Japan株式会社（岡田雅一）によって開発され， 

その名前は｢飛球シミュレーター｣と呼ばれている．もし

これを現物実技にするとコイン射撃に比べて面倒な模擬

実技となる．すなわち準備がたいへんであり，実施も容

易でなくかつ時間がかなりかかるため，これは現物模擬

実技で行うよりも仮想模擬実技で行うのが合理的である． 

図8に示しているものは飛球シミュレーターの画面で

ある．この教材で実施する場合の特性要因図を図9に示

し，これを出力と各種の因子という観点で分類を行って

ベン図の形に整理したものを図10 に示している． 

 

6.1 飛球シミュレーターにおける計測管理 

教育の最初の段階で計測管理の重要さと誤差の低減
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のアプローチが体験できるために，結果（特性，出力）

である距離と時間を図8の右上に示すように画面にア

ナログ表示している．これらを用いて計測誤差(偏りと

ばらつき)の理解とその低減アプローチが学習できる． 

 

6.2 飛球シミュレーターにおける治具の活用と自動計

測 

治具の重要さは仮想実技でも学ぶことができる．一

例として距離の計測の改善を紹介する．発射後に球が

着地すると画面上に着地点とメジャーが登場する．し

かしメジャーが小さくかつ目盛りは荒い．しかも画面

上なので計測がしにくい．このため精度が悪くかつ時

間もかかる．これらの問題を創意工夫して解決する． 

①目盛りを拡大して物差しと同じ大きさにする． 

このことにより物差し（実物あるいはコピー）

が利用でき，計測精度が向上し計測時間が短く

なる． 

②物差しを画面の上に脱着できるように工夫する． 

透明な板（透明な下敷きほか）の上に物差しを

ビニールテープで貼り，結果が画面に出現した

ら直ぐに透明な板を画面の上に載せて位置を計

測する． 

以上のことを行うことにより，確実に計測精度が向上

し計測時間が短くなる． 

 計測方法の改善により計測誤差が小さくなった時点

で人による計測は止め，それ以後はコンピュータの記

録データを用いる．このことにより教育は内容そのも

のに焦点を合わせることができ，時間を短縮すること

および集中力を切らさないようにすることができる．

人による計測は合理的な仕組みにしたとしても，計測

のために時間がかかるとともに疲労により集中力を途

切れさせる原因になる．しかし，コンピュータの自動

記録データを用いることでこれらの問題が解決できる． 

 

距離 時間

¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥

¥
¥
¥
¥
¥

 

図8 仮想模擬実技の計測のばらつきの低減 

 

図9 仮想模擬実技の特性要因図 

 

 

X12:マーカー
の形状

X11:気圧

X9:温度

X10:湿度

X8:風力

背景因子

変量的背景因子

母数的背景因子

前提条件

X6:球のタイプ

X7:ディンプル

X3:バネの本数

X4:高さ

X1：引き量

X2:角度

X5:回転数

設計因子
入力因子

質的設計因子量的設計因子

Y2:時間Y1:距離

出力（特性）

 

図10 出力と各種の因子 

 

 

飛球

球のタイプ
風,  温度, 

湿度, 気圧

引き量，角度,

ﾊﾞﾈの本数，高さ,

回転数,ﾃﾞｨﾝﾌﾟﾙ

距離

ﾏｰｶｰの
形状

（共変量）

（前提条件）

（撹乱因子）

（設計因子）

（出力）

（干渉因子）

 

図11 因子役割図の例(固定出力の頑健設計) 
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6.3 量産時を意識した操作（発射）のばらつき低減 

 人による操作はばらつきかつ時間がかかることの理

解およびそのばらつきの低減と時間短縮(改善)のため

に実際にマウスを用いてレバーを発射位置（角度と引

き量）にセットする．初期には座標（極座標）が現れ，

これでレバーをセットするが，この場合，座標は合わ

せにくくかつ時間がかかる．この状態は実験時と量産

時においてクリティカルな問題となることが分かる． 

 発射のセットは図 12 に示すマーカーを用いること

が好ましい．その形状の候補として以下の3種類のも

のを与えて（画面に登場させ）実験により選ばせる． 

 ①円（●）：中心点が発射点である大きな円 

 ②十（＋）：中央の交差位置が発射点である十字 

④ 点（・）：中心点がほんの少し拡大した小さな円 

 

(1)極座標 (2)黒円

(3)十字 (4)黒点
 

図12 操作のばらつきの低減（例：マーカー） 

 

（1）黒円（●）の場合

（2）十字（十）の場合
 

図13 マーカーによるばらつきの違い（●と十） 

 

実際にトライすると以下の結果になる． 

＊十（＋）と点（・）との間には有意さはない． 

＊上の2つの円（●）との間には有意さがある． 

円（●）は採用されず，十（＋）か点（・）のいずれ

かが採用される．図13に結果の一例を示している． 

7．仮想模擬実技を用いた模擬実技のの理論的整理 

本章ではこれまで述べた設計（創造）から量産（保証）

までの一貫模擬実技と仮想模擬実技について体系的に整

理しする． 

 SQM（Statistical Quality Management：統計的質経

営）の観点から言うと，保証とは特性（出力）の分布に

関して余裕を持って規格内に入れることであり，それは

ばらつきを小さく抑え平均を目標値に近づけることであ

る．言い換えれば工程能力指数Cpkを高めることである．

そして，平均値と目標値（規格中央値）のズレであるバ

イアスは多くの場合に重回帰を用いることで対応が可能

となるが，ばらつきはその低減のためにハードウエア（工

具，治具，原材料ほか），ソフトウエア（作業標準ほか），

システム（ライン編成，レイアウトほか）に関して様々

な創意工夫をする必要がある． 

 

7.1 計算演習と模擬実技演習 

教育において，単に統計的方法を学ぶのであれば計算

演習は有効である．計算演習に関しては，古くはチップ

実験があり，近年はコンピュータシミュレーションがあ

る．しかしこれらは計算演習でしかないために，実技を

通しての集団活動としてQMの理解とは異なる．例えば，

分布Aと分布B の比較に関して検定を行い，有意であれ

ば推定を行うことは統計数理として理解することは意義

深い．しかし，分布Aがそれまでのやり方のもとでのデ

ータの母集団であり，分布B が新しいやり方のもとでの

データの母集団であるということは扱えない．言い換え

れば，集団活動としてQMにおいては，それまでのやり

方A のどこに問題があり，新しいやり方Bは何をどうい

う理由でどのように変えたかが重要となる．そのために

は①問題の発見（何が問題なのか），②原因の追究（何が

原因なのか），③対策の立案（何をしたらよいのか）そし

て④効果の確認（効果はあったのか）が必要である．実

際の問題解決はデータの拠って来たるところを抜きにデ

ータ処理をすることはできない．データとその背景とが

一体にならなければ実践的な QM の理解は困難で，｢畳

の上の水練｣に終わる危険が高い．実践的な QM の集団

活動を構成する4つの活動である 

①問題の発見，②原因の追究， 

③対策の立案，④効果の確認 

を学ぶには実技が不可欠となる．ただし，本物の実技で

学ぶことは多くの場合困難なために模擬実技で学ぶこと

が意義を持つ． 

しかしながら，実技を行うとなると，先導と協働とい

う形のチームワークが必要になる．学習といえども以下

の諸点は書くことができない． 

＊実技をロールプレイとして理解する． 

＊話合いにより様々な知恵出し(文殊の知恵)をする． 
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＊工具はできるだけ改良し，治具は新たに作り出す． 

＊設計の影響が極めて大きいことを理解する． 

＊所与の状況に対して創意工夫すれば改善の余地

があることを理解する． 

このために高橋は模擬実技として｢コイン射撃｣，｢紙グ

ライダー｣，｢複葉型紙ヘリコプター｣などを提案し実施

してきた．その結果，現物を用いた模擬実技が有効で

あることは明らかになった． 

7.2 仮想模擬実技の特徴とその活用 

現物模擬実技には以下の点が課題として残っている． 

   ＊準備が大変である 

   ＊時間がかかる 

   ＊データとして記録できるものが限られている 

これらの点を解決するものとして本稿は仮想模擬実技

を提案する 

｢仮想｣と｢実技｣は一見すると両者は相反する言葉で

ある．しかし，仮想実技の意味するところはモデルを

コンピュータで用意しそのもとで実技を行うというも

のである．つまりシミュレーター（コンピュータで作

り出したモデル）を用いた実技のことである． 

【注】シミュレーターとは，対象を模擬的に再現す

る機能を持ったもののことである．これは模擬的に動

くということが重要で，対象から本質を抽出して対象

を記述しただけのもの（数式やアルゴリズムなど）は

シミュレーターではない． 

 もの作りを｢紙ヘリコプター｣で学ぶ場合には，これ

はシミュレーターではなくモデルである．モデルは対

象の本質が抽出され両者の間で本質的な対応（本質模

擬）がとれればよいが，シミュレーターの場合には対

象と本質的に同様の挙動（挙動模擬）を実現すること

が要求される． 

1)飛球シミュレーターの教育の仕組みの主な特徴 

 ①教育側が意図する状況を設定できる． 

 ②受講者側は設定を踏まえて実技ができる 

 ③事後に追跡型のシミュレーションができる． 

 ④新たな状況を設定して何が起こるかが試せる． 

2)飛球シミュレーターの教育内容の主な特徴 

 教育の内容に焦点を合わせると，飛球シミュレータ

ーでは以下に示すことが可能である． 

①3種類の攪乱（誤差，内乱，外乱）が扱える． 

②因子が質的と量的を合わせて12個扱える． 

③実技の仮定の記録が全て残せる． 

④人の実射撃と機械の自動射撃とが選択できる． 

  ［注］自動射撃は実射撃をシミュレートでき

る 

⑤準備も含めて設計から量産を一貫して扱える． 

  計画→実験→解析→設計→量産 

そして，これに先立って改善を扱うことができる． 

   計測のばらつきの低減 

   射撃のばらつきの低減 

つまり仮想実技ではあるが，維持と改善と管理の全てを

扱うことができるのである． 

 

 

8．おわりに 

本稿は統計モデルの模擬体験教育について，その背景

の理論と具体的な中身とその実施法について議論した．

統計モデルを理解しかつそれを実際のケースで確実に使

用できる能力を獲得するために著者は数種類の教材を用

いた教育を開発した．これらの教育で用いられる代表的

な教材には紙グライダー，複葉紙ヘリコプター，コイン

射撃そして飛球シミュレーターがあり，各々について具

体的に紹介した．特に，工程の6 ステージを理解した上

でこの全てを模擬体験することは重要である．これを体

験する上で現物タイプとともに仮想タイプも紹介した． 

今後は仮想タイプの実技演習教育が注目される．模擬

体験学習は体験することが不可欠であるが，その状況の

設定は仮想タイプでも構わない．れはこ安全性，多様性，

簡易性そして費用の点でメリットが多いためにこれの開

発・進化が今後の課題である． 
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