第 63 回品質月間協賛行事

クオリティ
フォーラム 2022
（品質経営総合大会）
開催日

参加者全員に
見逃し配信サービス付き!

2022.11.9㈬～ 11㈮〔３日間〕

※11.11 ㈮は事業所見学を開催します。詳細は下記をご覧ください。

特別講演

完全
オンライン
開催!!

（※アンケートにご回答いただくと、視聴可能になります。）

１

津賀 一宏 氏
「100 年企業パナソニック
変革に向けた挑戦」
パナソニック ホールディングス㈱ 取締役会長
特別講演

２

髙田 明 氏
「夢持ち続け日々精進」
㈱ A and Live 代表取締役
（㈱ジャパネットたかた創業者）

事業所見学会について

【11 月 11 日 ㈮ PM】

①ダイハツ工業㈱ 本社・池田工場
②トヨタ紡織㈱ 刈谷工場
③リコーインダストリー㈱ 東北事業所
④パナソニック コネクト㈱ 浜離宮オフィス
※事業所見学のみの参加はできません。
※現地集合、現地解散となります。
（上記③はバーチャル見学会（オンライン）
です。）
※事業所までの交通費はご自弁いただき
ます。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況等
により、中止になる場合があります。

詳細は Web で！

https://www.juse.jp/quality_forum/tour/

□ 各社取組内容について、実際に目にして学ぶことが可能です！
□ 参加者同士の意見交換の時間もあり、異業種交流ができます！
□ 受入企業の方に直接質問して、お話を聞くことができます！
〈プログラム例〉
時

間

研

修

内

容

12:45 頃

集合 ※現地もしくは各事業所の最寄り駅に集合

13:00 ～ 13:30

ご挨拶、各社、事業所の概要説明

13:30 ～ 14:30

各社の取組みご紹介

14:30 ～ 16:00

事業所見学、質疑応答

16:00 ～ 16:30

意見交換会、質疑応答

16:30

現地もしくは各事業所・最寄り駅にて解散

主催：一般財団法人 日本科学技術連盟
https://www.juse.jp/quality_forum/

クオリティフォーラム2022

検索

Twitter を見る
クオリティフォーラム
2022 ウェブサイト ＠quality_forum_

クオリティフォーラム 2022（品質経営総合大会）プログラム

2022 年 11 月９日㈬～ 11 日㈮

（第 28 回品質機能展開シンポジウム同時開催） https://www.juse.jp/quality_forum/

特別企画

日㈬

９

特別講演

月

11

時間

開催挨拶

9:40～11:00

特別講演１

11:10～12:20

特別企画

佐々木

眞一 （一財）日本科学技術連盟 理事長、今野

企画セッション

2

「（仮）自立自走型自治体への収益体質化支援サービス立ち上げの軌跡」
㈱ガバメイツ 代表取締役
6
コニカミノルタパブリテック㈱ 代表取締役
コニカミノルタ㈱ 関西支社長 別府 幹雄

15:00～15:45

3

「顧客価値創造を実現するために
TQM をどう活用するか」
中央大学 理工学部 ビジネスデータサイエンス学科
教授 中條 武志

11:20～11:50

時間

Ａ会場
司会：荻島 賢一氏（コニカミノルタ㈱）
飯塚 裕保 （積水化学工業㈱）
【新商品開発・技術開発】
「車載製品品質向上のための
21
不具合ナレッジデーターベースの構築と活用」
ヤマハ㈱ 森島 守人
【新商品開発・技術開発】
「AI による画像解析・予測技術を利用した大型ショッピング
22
センターにおける空調制御最適化システムの開発と適用」
㈱竹中工務店 橋本 達也
【SQC の活用】
「切粉問題を統計的に解決！
23
コアムービング 加工切粉によるロス低減」
澤藤電機㈱ 伊藤 優汰
【その他（SQC と機械学習）】
「品質・技術力向上につなげる上手な「機械学習」と
24
「統計的品質管理」の使い方についてー時系列解析編ー」
トヨタ自動車㈱ 渡邉 克彦
【ホワイトカラーの生産性向上】
「ユーザーと共に実現する、デジタル化による業務改善
25
－内製アプリ開発者ができること－」
トヨタ自動車㈱ 高橋 優一

5

7

Ｂ－１会場
司会：杉本
富崎

13

「カーボンニュートラルが製造業に変革をもたらす
～デジタルでつながるものづくりの破壊的な意味とは～」
10
インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ理事長
法政大学 デザイン工学部 教授 西岡 靖之

「TMJ における顧客への価値提供にむけた
品質経営への取り組み」
㈱ TMJ
運営監理部 副部長 野上 真裕

14

「顧客価値創造と方針管理を結びつけるための方法」
18
株式会社ジーシー 取締役 国際品質担当
宮野 玲衣

「得意技術を起点とした QFD による潜在ニーズ
の探索“研究開発部門での取り組みの紹介”」
㈱リコー 先端技術研究所
ＨＤＴ研究センター 渡辺 誠

「日本の製造業が直面している課題の解決に向けた DX 推進への取組み」
㈱日立製作所 執行役常務
11
インダストリアルビジネスユニット CEO
森田 和信

「（仮）楽天グループの品質経営とそれを支える仕組み」
楽天グループ㈱ オペレーションディビジョン
15
グループ品質部 ジェネラルマネージャー
菊池 佐知子

「変化に対応し、経営目標を実現する
方針管理・日常管理のあり方」
村川技術士事務所 所長 村川 賢司

19

「MBD（モデルベース開発）における
二元表の活用」
㈱電通国際情報サービス
エンジニアリング第 2 ユニット 中村

20

QFD シンポジウム特別講演
「実務経験から学んだ QFD の有効性」
㈱アイデア 取締役
TQM シニアコンサルタント 福原 證

【日本品質奨励賞
TQM奨励賞

企画セッション

「 使いこなす失敗学～あなたも失敗のワナがスルスル見つかる～」
AGC ㈱ 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム マネージャー 岩松 正治
47 13:35 ～ 14:05（30 分）
「三菱重工における不適合事例の原因と対策」
三菱重工業㈱ バリューチェーン本部 バリューチェーン革新部 QMS 推進グループ 主席部員 廣岡 秀樹
48 14:05 ～ 14:35（30 分）
「 住友電工における今までの原因分析結果と失敗学の分析結果との比較」
住友電気工業㈱ 生産技術本部 品質管理部 主幹 粟飯原 勝行
49 14:40 ～ 15:10（30 分）
「東芝インフラシステムズ㈱での失敗学取り組みの実際」
東芝インフラシステムズ㈱ 品質企画部・エキスパート 荒井 信治

14:25～15:10

15:15～16:00

特別講演
見学会

11月
11日
㈮

時間
16:15～17:30

事業所見学会

4 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】濱口 哲也
（㈱濱口企画）

50

【SQC の活用】
32 「アルミダイカスト製品の内部欠陥低減」
㈱アーレスティ栃木 小池 史祥
33

関工業㈱

慎一 （富士フイルムビジネスイノベーション㈱）
喜道 （山梨大学大学院）

【日本品質奨励賞
品質革新賞

受賞企業講演】

パナソニック オートモーティブシステムズ㈱

【SQC の活用】
34 「自動車用シート 首元空調の快適条件明確化」
トヨタ紡織㈱ 門野 佑基
【SQC の活用】
35 「旧型補給バンパー 銀条不良撲滅」
トヨタ紡織㈱ 武藤 悠司

16

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】光藤 義郎
（日科技連 嘱託）

C 会場
司会：鳥羽 秀人 （トヨタ自動車㈱）
澤田 昌志 （㈱アイシン）
【マネジメントと組織運営】
「日本一の効率性を１週間で達成した
36
ワクチン会場の爆速チーム作りに迫る」
㈱総合医療コンサルタント黒田塾 黒田 亮太
【QC サークル活動（小集団改善活動）の推進】
「海外グループ会社の QC サークル活性化
37
～ QC サークル活動実態調査～」
㈱アイシン 羽生田 真英

「「ことばのデータ」の活用例」
40 日本製鉄㈱
東日本製鉄所君津厚板工場 班長

C 会場

「【概論】サービスエクセレンス最前線
～国際標準化と体系化の最新動向～」
東京大学
総括プロジェクト機構 総括寄付講座

52

「トヨタ紡織における経営課題達成に向けた TQM 活動の推進」
56
トヨタ紡織㈱ TQM 推進室 主査 榊原 正己
(2021 年度 デミング賞受賞（刈谷工場およびユニット生技センター）時、ユニット部品事業本部長）

53

「モノづくりの人財育成と製造現場のイノベーション
～全員保全化による設備保全と品質改善～」
イビデン㈱
代表取締役副社長 児玉 幸三

57

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】棟近 雅彦
（早稲田大学）

58

54

上家

幸宣

修一 （日本電気㈱）

【人材育成】
「問題解決実践
41
やったつもり・できているつもりの問題解決を乗り越える指導」
元㈱リコー 熊井 秀俊

「「ことばのデータ」のメソッド」
39 NSM コイルセンター㈱
安全品質本部副本部長 猿渡 直樹

「『イコールパートナーと評価される開発提案型企業への成長』を
めざした TQM の推進」
55
㈱オティックス 代表取締役社長
小田井 勇樹（2021 年度 デミング賞大賞受賞）

51

D 会場
司会：椎野

【マネジメントと組織運営】
38 「全社のコンプライアンスを支えるアサーティブな職場づくり」
㈱アイシン 森近 正彦

辰徳

D 会場

【トップが語る「質向上」に向けた取組みと課題～我が社の品質経営～】【新たな価値創造と利益をもたらすサービスエクセレンス】

46 12:45 ～ 13:30（45 分）

13:35～14:20

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】高木 美作恵
（日科技連 嘱託）

12

B 会場

～今までの原因分析結果と失敗学の分析結果との比較～】

12:45～13:30

受賞企業講演】

【工程の品質改善・効率化】
「CR シリンジ包装 CR シリンジ包装係における生産能力の向上
副題：CR シリンジ包装係の組織力及び改善力の強化を目指す」
㈱ジーシーデンタルプロダクツ 伊藤 梨玖

Ａ会場
【失敗学適用事例

9

Ｂ－２会場
司会：内海
渡辺

高一 （㈱ジーシー）
幸文 （㈱ブリヂストン）

【工程の品質改善・効率化】
29 「自動車用シートクッションパッドの配合処方最適化」
東海興業㈱ 橋本 健一
30

「待ち受け型製品開発から提案型製品開発へ
～ SDQD、QFD、TRIZ を使った企画・開発力強化～」
水島プレス工業㈱ 技術部 生産技術グループ
グループリーダー 守屋 宗真

「特許事務所の品質経営」
弁理士法人オンダ国際特許事務所
会長 恩田 博宣

【働き方】
26 「業務連関図を用いた、製造現場のデジタル化推進事例
－組長業務曼荼羅で業務支援アプリケーション開発－」
トヨタ自動車㈱ 熊谷 貴宏
【働き方】
「事務系職場へのデジタル化推進
27
～体験を通した自律的な改善風土の醸成～」
トヨタ自動車㈱ 渋谷 智美
28

【第 28 回品質機能展開シンポジウム】

「経営目標・戦略を達成できる組織能力を生み出す TQM の推進」
17
㈱Ｐ＆Ｑコンサルティング 代表取締役
米岡 俊郎

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】三好 敏
（日経 BP 総合研究所）

8

～方針管理研究会での検討経過を踏まえて～】

特別セッション
「ことばのデータ」

10:45～11:15

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】池田 祐一
（総合系コンサルティングファーム）

4

「With コロナ時代をデジタルで切り拓く」
全日本空輸㈱ 執行役員グループCIO
（Chief Innovation Officer）
デジタル変革室長 荒牧 秀知

喜弘（ビジネスエンジニアリング㈱ コンサルタント）

D 会場
C 会場【顧客価値創造、コト価値提供時代の方針管理の進化


特別セッション 「ＤＸと品質」

日㈭

一般事例発表・日本品質奨励賞受賞報告講演

月

10:10～10:40

Ｂ－２会場

能力の獲得、向上）の提案～品質経営研究会からの報告～】 【デジタルトランスフォーメーション（DX）による新しい価値の創造 Ⅲ】【様々な業種で行われている品質経営への取組み】

14:10～14:55

9:35～10:05

※本プログラムは、登壇者・発表者の都合により、変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※依頼中含む。
※講演テーマは仮題です。

Ｂ－１会場
Ａ会場【「令和大磯宣言」後のこれからの品質経営（顧客価値創造＋組織

1

9:00～9:30

特別講演・企画セッション・一般事例発表の概要はホームページをご覧ください。

クオリティフォーラム企画委員長

【「令和大磯宣言」後のこれからの品質経営を探る】
11:10 ～ 11:30「日科技連・品質経営研究会が考える「これからの品質経営」」 佐々木 眞一（トヨタ自動車㈱ 元 副社長）
11:30 ～ 12:20「顧客価値創造“モノからコトへ”のためのアプローチ ～BM（ブランドマネジメント）ストーリー～」 鈴木 浩佳（トヨタ自動車㈱ モノづくり開発統括部 主査）、松村

13:20～14:05

時間

勤

「100 年企業パナソニック 変革に向けた挑戦」
津賀 一宏（パナソニック ホールディングス㈱ 取締役会長）

「顧客価値を創造し続けるスマートコンストラク
ション最新の挑戦」
㈱ EARTHBRAIN
代表取締役社長 小野寺 昭則

15:50～16:35

10

実施方法：オンライン

9:30～9:40

時間

11

Ａ会場

【マネジメントと組織運営】
「
「 DX銘柄」に見る成功法則」
42
日経 BP 日経コンピュータ副編集長／
日経クロステック副編集長 中山 秀夫
【サービスの質向上】
「デジタル活用のソリューション品質管理」
43
㈱ブリヂストン
新事業・ソリューション品質経営 横江 明
【工程の品質改善・効率化】
「車載ソフトの設計環境を変革するデザインDX（設計DX）活動の紹介」
44
㈱デンソークリエイト
事業推進部・シニアマネージャー 小林 展英

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
45 【コーディネーター】森﨑 修司
（名古屋大学 大学院情報学研究科）

【経営戦略としての働き方改革の実践

Ⅲ】

59

「経営戦略としての働き方改革
～ワーク・エンゲージメントと生産性向上を考える～」
㈱ワーク・ライフバランス
取締役・パートナーコンサルタント 大塚 万紀子

「サービスを起点とする独自の価値提供」
ヤマト運輸㈱
営業開発部 大河原 克彬

60

「パナソニック コネクトにおける
カルチャー＆マインド改革の取り組み」
パナソニック コネクト㈱ 執行役員 常務 CHRO
新家 伸浩

「【手法】サービスエクセレンス実践編
～優れたサービスのデザインと効果的な手法の解説」
東京大学
総括プロジェクト機構 総括寄付講座 特任准教授 原

61

「 株式会社 SoLabo における働き方改革の実践」
㈱ SoLabo
代表取締役 田原 広一
（『第 1 回 日本中小企業大賞』働き方改革賞・優秀賞受賞）

62

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】大塚 万紀子
（上掲）

特任教授

水流

3 者とフロアによる総合討論（パネル）
【コーディネーター】水流 聡子（東京大学）
【ファシリテーター】新倉 健一（前田建設工業㈱）

聡子

辰徳

Ａ会場

特別講演２

日本品質奨励賞

「夢持ち続け日々精進」
髙田 明（㈱ A and Live 代表取締役（㈱ジャパネットたかた創業者））

①ダイハツ工業㈱ 本社・池田工場
③リコーインダストリー㈱ 東北事業所

②トヨタ紡織㈱ 刈谷工場
④パナソニック コネクト㈱

※リコーインダストリー㈱は、バーチャル見学会（オンライン）となります。

受賞企業講演（予定）

11.10

10：10 ～ 10：40 講演が行われる予定です

木

日本品質奨励賞は、“デミング賞への一里塚 ”として知られ、
「TQM 奨励賞」と「品質革新賞」の２つで構成されています。

TQM 奨励賞

浜離宮オフィス

品質の改善やその継続、レベルの向上をはかって
おり、将来デミング賞へ挑戦できるレベルまで発
展する可能性のある組織を対象とする。
2021 年度までの受賞組織数 57 件
★日本品質奨励賞の詳細→http://www.juse.or.jp/jqa/

品質革新賞

広く活用できる優れた品質マネジメント技法を開
発した組織のグループ、部門、事業部または、個
人を対象とする。
2021 年度までの受賞組織数 29 件

本年度は、10 月１日に受賞組織を決定する予定です。

（敬称略）2022. 9.1 現在

クオリティフォーラム・品質機能展開シンポジウム企画委員（敬称略・順不同）
クオリティフォーラム委員
今野
勤 （神戸学院大学 経営学部 教授）
飯塚 裕保 （積水化学工業㈱ 生産基盤強化センター CS品質グループ グループ長）
内海 慎一 （富士フイルムビジネスイノベーション㈱ EDS事業本部 品質管理部 部長）
荻島 賢一 （コニカミノルタ㈱ 品質本部 品質保証企画部 部長）
奥原 正夫 （
（一財）
日本科学技術連盟 品質経営推進センター 技術顧問）
加藤雄一郎 （名古屋工業大学 産学官金連携機構 プロジェクト教授）
小林 喜男 （日野自動車㈱ 品質保証部 第２TQMグループ 主幹）
澤田 昌志 （㈱アイシン ＴＱＭ･Ｉ
ＳＯ推進部 主査）
椎野 修一 （日本電気㈱ 環境・品質統括部 ディレクター）
品質機能展開シンポジウム委員
渡辺 喜道 （山梨大学大学院 総合研究部 教授）
飯澤 尚文 （アルプスアルパイン㈱ 技術本部 技術管理部 GM）
木内 正光 （玉川大学 経営学部 国際経営学科 准教授）

杉本 高一
鈴木 富雄
高木美作恵
鳥羽 秀人
富崎 幸文
新倉 健一
藤本 高宏
吉水 敬三

今野
中島
中村

勤 （神戸学院大学 経営学部 教授）
健一 （早稲田大学 社会科学総合学術院 教授）
忠雄 （日本イーエスアイ㈱ デイレクター）

参加要項

● 参加費支払い方法

● 参加費（すべて税込、１名様分）

１

請求書記載の指定口座へ、請求書発行後 2 ヶ月以内に
お振込みください。
（開催の約３週間前を目途にお送りします）

早割2日券
一般：52,140円／日科技連賛助会員：43,450円
※早割申込みの期間：８月22日～９月30日
※２日券のみ、
早割の対象となります。

QF2022参加区分

２

通常2日券
一般：58,080円／日科技連賛助会員：48,400円

３

１日券
一般：40,920円／日科技連賛助会員：34,100円
オンライン大口参加券

４ （人数無制限）

● お申込みのキャンセルについて

申込み期間：8月22日～10月26日

５ （人数限定：15 人まで）
６
７
８

申込み期間：8月22日～10月26日

一般・会員：385,000円 ※１社あたりの金額です。
事業所見学会
学生

NEW！

5,500円

一般事例発表者

11,000円 ※事業所見学のみの参加はできません。

5,500円

正式な参加登録後、お客様のご都合でお申込をキャンセル
される場合には、大変恐縮ながら以下の通りキャンセル料
が発生いたします。
クオリティフォーラム開催日 (11/9) の
・7 営業日前～ 1 営業日前の 17:00 まで－参加費の 50％
・１営業日前の 17:00 以降、または事前のご連絡がなかっ
た場合－参加費の 100％
※事業所見学についても、上記の通りです。

● フォーラム内容に関するお問い合わせ先

一般・会員：880,000円 ※１社あたりの金額です。
オンライン小口参加券

（㈱ジーシー GQM推進室 課長）
（アイホン㈱ 取締役 執行役員 経営企画部長）
（
（一財）
日本科学技術連盟 嘱託）
（トヨタ自動車㈱ カスタマーファースト推進本部 TQM推進部第２TQM室 プロフェッショナルパートナー）
（㈱ブリヂストン TQM推進部 部長）
（前田建設工業㈱ 安全・品質・環境監査部 安全・環境グループ グループ長）
（㈱デンソー 品質管理部 上級ＣＸ）
（㈱竹中工務店 TQM推進室 室長）

一般財団法人 日本科学技術連盟
「クオリティフォーラム 2022」担当
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1
TEL：03-5378-1215 E-mail：tqmcre@juse.or.jp

● 申込みに関するお問い合わせ先
申込は、web サイトからお願いします
一般財団法人 日本科学技術連盟 セミナー受付
〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 1-2-1
TEL：03-5990-5849 E-mail：regist@juse.or.jp

お申し込みに際しての“よくあるご質問”
Ｑ１「2 日券」を申し込みたいのですが、1 日目と 2 日目で別の者が参加しても良いのでしょうか？
Ａ１「2 日券」は、登録者のみが参加の権利を有します。1 日目と 2 日目で参加者が変更になることは、原則として認めておりません。
1 日目と 2 日目で別の方が参加される場合、1 日券（1 日目、2 日目の 2 枚）をご購入ください。
Ｑ２ 早割で申し込みたいのですが、現時点で社内の誰が参加するか決まっていないのですが…。
Ａ２ 別途、個別に対応させていただきますので、クオリティフォーラム担当までご相談ください。
Ｑ３ ライブ配信とは、どんなイメージなのでしょうか？
Ａ３ お申込み方法や視聴までの手順、視聴イメージについては、web サイトにて詳細を公開しております。
【URL】https://www.juse.jp/quality_forum/online/
インターネットを通じて、ライブ配信しますのでパソコンやタブレットで視聴することができます。

過去のフォーラムを聴講することができます。

「クオリティフォーラムアーカイブ」
「もう一度、あの講演を聴きたい」
「業務の都合で、参加できなかった」

？

社内教育の
一環として
ご好評いただいて
おります！

「参加したが、隣の会場の講演は
聴講できなかった」

従来会場でしか聴講することが出来なかった、過去の講演を、
「いつでもどこでも」視聴できます。クオリティフォーラムへ
の参加と合わせてアーカイブもご活用ください！！
クオリティフォーラム 2017 ～ 2020 は、「J-channel オンデマンド」で配信しています。［URL］https://www.juse.jp/j-channel/ondemand/
※利用期間内であれば、パソコン又はスマートフォンにて繰り返し視聴が可能です。利用期間は、お支払い完了より 30 日間です。

専用ページ・サンプル動画

https://www.juse.jp/quality_forum/video_archive/

クオリティフォーラム アーカイブ

検索

