
ＣＭＣリサーチウェビナー【ライブ配信】

DX 時代の実験方法とデータ活用
～データサイエンスでタグチメソッドも易しくなった。～

講 師：倉地 育夫氏（株式会社 ケンシュー 代表取締役 工学博士）
基本機能やそのロバストから始まり、SN 比や制御因子はじめ聞きなれない用語に悩まされた 1990 年代は過去の話。今やタグチメソッド

（以下 TM）は、ロバストの高い製品開発に欠かせない手法であり、そのソフトウェアーも普及している。
また、実験で得られたデータについてデータサイエンスの手法で整理し次のアクションを示すソフトウェアー X まで利用されている。アカ
デミアではマテリアルインフォマティックスが研究され、データサイエンスはじめ機械学習や人工知能そのものを扱う研究成果が発表され
ている。
半世紀ほど前の IBM3033 には統計パッケージとして多変量解析が提供されていた。今では多変量解析そのものは無料で提供される時代に

なった。Python を用いれば、高価なソフトウェアー Xと同様の解析を無料提供されるモジュールを活用して結果を出せる時代である。すな
わち、DXの進展でデータサイエンスに関わるソフトウェアーの低価格化が進んだだけでなく、技術者にとってその利用環境も充実してきた。
ここで問題となるのは、技術者個人のスキルが、この DX の進展速度を超えて向上しているかどうか、という点である。
技術者個人のスキルを補う形で提供されているソフトウェアー群は、やはり高価である。とりあえず効率を上げるために高価なソフトウェ
アーの導入も有効かもしれない。しかし、価格の問題以外にその中身がブラックボックス化されているので、技術者がコンピューターに使
われるような状況も DX により生まれている。ただし、新技術を創造するのは、いつの時代でも技術者の責任である。TM の創始者故田口玄
一博士も、「基本機能の選択は技術者の責任」と明確に技術者の立場を定義づけていた。創始者もＴＭが技術開発手法に過ぎないと認めて
いた。
そもそも TM も含めたデータサイエンスの手法による実験は、これまでの科学の方法による実験とは異なる。それも科学教育が中心とな

る既存の公教育では指導されていない方法である。ゆえに TM も導入が始まった時には大変難解な手法として技術者に受け入れられた。
本セミナーでは、製品開発において基本機能に技術者が責任を持つという視点で、ＴＭについて事例を中心にした解説で知識の習得を促す
と同時に、科学では仮説を中心に行われていた実験がＤＸの進展でデータ中心、すなわち機能の動作を中心とした実験方法に代わった経緯
と代表的な手法を事例とともに示し、DX 時代の実験方法とデータ活用について技術者が身につけておきたいボーダーラインより少し進んだ
知識について事例を中心に解説する。
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開催日時 2023 年 2 月 7 日（火）10：30～16：30 ※本セミナーは,当日ビデオ会議ツール「Zoom」を
使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は
当該ツールをご参照ください。後日,視聴用の URL
を別途メールにてご連絡いたします。

詳細は裏面をご覧ください。受 講 料
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＊アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限ります。
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格の半額となります★【対象者】1.技術開発を担当している技術者および管理者2.研究開発を指導する立場の方。CTOも含む。3.製造業の新入社員
4.製造業を希望する大学生5.手っ取り早く技術開発の今日的手法を学びたい人すべて【得られる知識】1.データを中心にした実験のやり方2.タグチメソッ
ドの思想と実験方法3.技術開発で有効な多変量解析の用い方
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弊社記入欄 ウェビナー申込書
セミナー名 DX 時代の実験方法とデータ活用

所定の事項に
ご記入下さい
メルマガ会員、

登録希望の場合は○↓

会社名（団体名） TEL：

住 所 〒 FAX：

E-mail：
会員登録
済み

新規
登録希望 部署 役職 氏 名

お支払方法 銀行振込 ・ その他 お支払予定 202 年 月 日頃
■申込方法：セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail(re@cmcre.com)でお申し込みください。
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1.科学と技術
（1）事例：iPS細胞の研究開発プロセス
（2）事例：半導体無端ベルトの開発プロセス
（3）シャーロックフォームズと刑事コロンボ
（4）科学の方法と技術の方法
2.データ駆動による実験
（1）事例：データ駆動による易射出成型性 PET
ボトル再生材開発
（2）統計手法の復習
（3）使う立場からの多変量解析解説
（4）事例：データサイエンスによる電気粘性流

体の耐久性改良
（5）科学の方法ではない、と否定された理由
（6）このようなこともできます事例
3.タグチメソッドによる再生材の難燃化
（1）外装材の機能と求められる品質
（2）ＰＣ／ＡＢＳの基本機能とは
（3）多変量解析による難燃化機構解説
（4）ＳＮ比と感度、ＴＭにおける因子の考え方
（5）実験計画の立て方
（6）データの見方と導出されたアクション
（7）20分で使えるようになる TM 手法解説

参加申込 FAX 番号

０３-３２９１-５７８９

4.DX で研究開発の効率向上が求められる技術者
（1）DXにより、実験方法に何が求められてい
るのか。
（2）無料のソフトウェアー環境でここまでで
きる。
（3）難解だった TMがデータサイエンスで常識
となった。
（4）科学は一つの道具である。
5.まとめ

https://cmcre.com
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講 師：倉地 育夫氏
株式会社 ケンシュー 代表取締役 工学博士
当該セミナーは,ライブ配信のウェビナー（オンラインセミナー）です！

【ライブ配信対応セミナー】

・本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。

お申し込み前に、下記 URL より視聴環境をご確認ください。

→ https://zoom.us/test

・当日はリアルタイムで講師へのご質問も可能です。

・タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

・お手元の PC 等にカメラ、マイク等がなくてもご視聴いただけます。この場合、音声での質問はできませんが、

チャット機能、Q&A 機能はご利用いただけます。

・ただし、セミナー中の質問形式や講師との個別のやり取りは講師の判断によります。ご了承ください。

・「Zoom」についてはこちら↓をご参照ください。

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html

【お申込み後の流れ】

・ 開催前日までに、ウェビナー事前登録用のメールをお送りいたします。お手数ですがお名前とメールアドレスの

ご登録をお願いいたします。

・事前登録完了後、ウェビナー参加用 URL をお送りいたします。

・セミナー開催日時に、参加用 URL よりログインいただき、ご視聴ください。

・講師に了解を得た場合には資料を PDF で配布いたしますが、参加者のみのご利用に限定いたします。他の方への転送、

WEB への掲載などは固く禁じます。

・資料を冊子で配布する場合は、事前にご登録のご住所に発送いたします。開催日時に間に合わない場合には、後日

お送りするなどの方法で対応いたします。

【注意事項】

・本セミナーの受講にあたっての推奨環境は「Zoom」に依存します。受講者の方のお手元の PC などの設定や通信環境

が受信の状況に大きく影響いたしますので、ご自分の環境が対応しているか、お申し込み前の確認をお勧めいたし

ます。

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-PC-

MacLinux%E3%81%AE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E8%A6%81%E4%BB%B6

・Zoom クライアントは最新版にアップデートして使用してください。

・インターネット経由でのライブ中継ですので、回線状態などにより、画像や音声が乱れる場合があります。また、

状況によっては、講義を中断し、再接続して再開する場合がありますが、予めご了承ください。

・万が一、当社や講師側（開催側）のインターネット回線状況や設備機材の不具合により、開催を中止した場合には、

受講料の返金や、状況により後日録画を提供すること等で対応させていただきます。

・本セミナーはお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。

複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。

・受講中の録音・撮影等は固く禁じます。

・Zoom のグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないで

ください。

万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
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