
専門Ⅱ
〈開発設計リーダー〉

コース

カリキュラム
講座／講師 日　時 時間数 会　場

開講式 ９月 6日（火） 13：15～13：30

NICO 
テクノプラザ

01 これからの時代の創造力とマネジメント力 ９月 6日（火）

交流会

13：30～17：00

17：00～１時間程度

3.5 

講 師 尾田　雅文 新潟大学 地域創生推進機構 教授
新潟大学 工学部工学科 教授

02 品質管理と品質保証 ９月13日（火） 13：30～17：00 3.5 
講 師 寺島　正二郎 新潟工科大学 工学科 教授

03 品質工学 （タグチメソッド） ９月20日（火） 13：30～17：00 3.5 
講 師 田辺　郁男 長岡技術科学大学 機械創造工学専攻 教授

04 課題解決手法としてのデザイン ９月27日（火） 13：30～17：00 3.5 
講 師 土田　知也 長岡造形大学 プロダクトデザイン学科 教授

05 システム安全工学の基礎 10月 4日（火） 13：30～17：00 3.5 
講 師 福田　隆文 長岡技術科学大学 システム安全工学専攻 教授

06 製造現場から学ぶ①

10月11日（火） ９：30～16：30 6.0 

テラノ精工㈱
訪問先 テラノ精工㈱

機械加工とコスト NICO
テクノプラザ講 師 菊池　信宏 テラノ精工㈱ 専務取締役

07 製造現場から学ぶ②（表面機能を高める熱処理技術）

10月18日（火）

 ９：30～12：00 2.5 長岡電子㈱
訪問先 長岡電子㈱

08 製造現場から学ぶ③（高精度歯車を生み出す加工技術）
13：00～15：30 2.5 ㈱長岡歯車製作所

訪問先 ㈱長岡歯車製作所

09 製造現場から学ぶ④（匠の技を製品化する測定技術）

10月25日（火）

 ９：30～12：00 2.5 ㈱第一測範製作所
訪問先 ㈱第一測範製作所

10 製造現場から学ぶ⑤（直線運動機器パイオニアの生産体制）
13：00～16：00 3.0 日本ベアリング㈱

訪問先 日本ベアリング㈱

11 製造現場から学ぶ⑥（IoT技術を活用した生産管理システム）

11月 1日（火）

 ９：30～12：30 3.0 エヌ�エス�エス㈱
訪問先 エヌ・エス・エス㈱

12 思考の発散と収束で未来を切り開くアイデア連想
13：30～16：30 3.0 NICO 

テクノプラザ講 師 尾田　雅文 新潟大学 地域創生推進機構 教授
新潟大学 工学部工学科 教授

閉講式（交流会） 11月 1日（火） 16：30～１時間程度

対 象 者 県内の機械関連企業で働く開発及び設計の技術者
開発設計のリーダーやマネージャーまたはその候補者

受 講 期 間 2022年 9月 6日(火)から2022年11月 1日(火)まで
会 場 NICOテクノプラザ ほか
申 込 期 間 2022年 6月 1日(水)から2022年 ７月 1日(金)まで

設計部門のリーダーやマネージャー向けに、企画・開発・設計において必要と
なる総合的な視点を養うことを目指します。様々な製造現場の見学を通じて、
それぞれの特徴や工夫を学びとります。

定　員

15名
受 講 料

60,000円
テキスト代、消費税含む

受講日数

９日（40時間）
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01 これからの時代の創造力とマネジメント力

尾田　雅文
新潟大学　地域創生推進機構　教授
新潟大学　工学部工学科　教授

本コースのスタートとして、企画立案時に役立つ「デザイン思考」法、開発時に
必要な「プロジェクト･マネジメント」手法について、理解を深めます。

現在ものづくりの主流の考え方の一つである「利用者中心設計」を実現する企画の進め方「デザイン思考」と、開発時に求めら
れる「プロジェクト･マネジメント」手法の概要を紹介します。

１． デザイン思考
 スタンフォード大学で開発された「お財布プロジェクト」教材を例に、「ユーザーの共感、満足と伴に課題解決を図る」、「課題
の定義付けと解決意図を明確化し、アイデアの創出と組み合わせを試行錯誤し、ブラッシュアップする」、「思考のバイアスや
固定観念を取り去り、前例に捉われない」等の特徴を持つ「デザイン思考」の進め方について、グループ実習形式で学びます。

２．プロジェクト･マネジメント
昨今、働き方改革の流れに沿い、労働時間の厳密管理や生産性向上が求められています。このため、ますます重要視されてい
る「プロジェクト･マネジメント」の手法について、Project Management Body of Knowledge（Project Management 
Institute発行）に基づき、その概要を説明します。
 また、プロジェクトの成否を評価する「技術評価」の考え方についても紹介します。

ねらい 講 師

内 容

02 品質管理と品質保証

寺島　正二郎
新潟工科大学
工学科　教授

現代の製造業においても重要な事項である、品質管理と管理限界の基本知識に
始まり、QCの七つ道具などについて再確認します。

日本の製造業を支えてきた「生産･工程管理」「品質管理」などは現代においても重要な作業ですが、昨今の製造現場では不良
率などの数字だけが一人歩きして、実態の把握と対策を検討する手法が軽視されつつある様子です。
そこで、何に注目して品質管理を行うべきか、また、品質管理の七つ道具や3σと管理限界、生産保全などの考え方について再
確認を行います。

１．品質管理とは
２．QCの七つ道具（パレート図、特性要因図、管理図など）
３．標準偏差と3σ
４．3σと管理限界
５．工程能力指数（Cpk）
６．抜き取り検査と全品検査
７．品質保証

ねらい 講 師

内 容
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03 品質工学（タグチメソッド）

田辺　郁男
長岡技術科学大学
機械創造工学専攻　教授

いつでも、どこでも、誰が使用しても、また、どんな使い方をされても、しっかりと意
図した機能が発揮できる工業製品。それを容易に開発するためのツールを、技術者
として帯刀する。

１．実験をするときのエチケット
実験を成果に結実させるために必要不可欠な算数の習得。平均値、標準偏差、正規分布、誤差伝播の法則等に関する実践
的･実用的理解を涵養する。

２．実験計画法演習
 タグチメソッドの起源にあたる実験計画法の演習。ここでは、直交表、加法性等の働きについて演習をとおして理解し、
少しの実験をするだけで莫大なパラメータの組合せの中から最適値を探索できることを体感する。

３．タグチメソッド（静特性）の演習と動特性の概説
いつでも、どこでも、誰が使用しても、しっかりと機能が発揮できる製品を開発するためのツールとして、タグチメソッド

（静特性）の演習を持参した関数電卓で行う。とにかく、想定内外の誤差、弊害、事故等の条件下で、しっかりと機能できる
製品を設計できる技術が習得可能。
最後に、タグチメソッドの中の動特性とMT法の概説も行う。

４．AIで使われるMT法演習
 AIでよく使用されるMT法の実践習得。MT法は、「幸せか？不幸か？」、「いい経営者か？不適切な経営者か？」、「ビッグボー
ナスに値する社員か？否か？」などを、しっかりとデジタルで評価･管理できる手法。デジタル化がむずかしい判定や分
析作業を、ケーセラセラとこなせる手法を、実習主体で伝授する。
 ※PCもしくは、関数電卓持参のこと

ねらい 講 師

内 容

04 課題解決手法としてのデザイン

土田　知也
長岡造形大学
プロダクトデザイン学科　教授

様々な課題解決に対して、なぜデザインが有効なのかをワークショップを交え
ながら学んでいきます。

誰もが知っている「デザイン」という言葉ですが、これほど曖昧で、多様な意味で用いられる言葉もありません。最近は「デ
ザイン思考」というアプローチが様々な分野で注目され、形や色に関わること以外にもデザインの考え方が有効であること
が認められています。
ここでは「デザイン」の役割が時代と共にどのように変化してきたかを振り返り、現在のモノづくりにおける「デザイン」の
位置づけについて、主にエンジニアとの関係を念頭に置いて話をします。そして「デザイン思考」に代表されるアイデアを生
み出す思考法について学び、観察から課題を発見するプロセスをワークショップ形式で体験してもらいます。

１．新しいモノづくり
２．アイデアを生み出す方法
３．観察と発想の手法：ワークショップ

ねらい 講 師

内 容
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05 システム安全工学の基礎

福田　隆文
長岡技術科学大学
システム安全工学専攻　教授

システム安全工学の基礎としてISO12100で示される機械安全設計を中心と
した設計の考え方を理解し、その上で広く応用できることを学びます。

機械安全を中心に行いますが、基本的な考え方は、広い分野に応用できます。キーワードは「リスクアセスメント」、「３-ステッ
プメソッドに基づいた設計者による安全方策」及び「使用者による安全方策」です。意外に思われるかも知れませんが、事故を
完全になくすことは不可能であると、国際的には考えられています。では、安全設計とは何か？この問題を考えます。

１．機械災害はどのような状況で発生しているか−現状と問題点
２．機械安全の歴史
３．国際安全規格の体系
４．機械安全設計規格ISO12100
５．リスクアセスメント
６．リスクアセスメント演習
７．まとめ

ねらい 講 師

内 容

06 製造現場から学ぶ①／機械加工とコスト

菊池　信宏

テラノ精工㈱

テラノ精工㈱　専務取締役

製造現場が知っているコストを考慮した材料と加工方法の選定について学び、
設計力向上を図ります。また、製造現場において発生する設計の問題点を取り
上げ、設計の意図を加工者に正しく伝えるための知識を習得します。

テラノ精工㈱を訪問してマシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤等の加工設備を見学し、これらの加工技術と組
立技術を学びます。また、実際の図面をもとに製造現場の視点から材料と加工方法の選定、読みやすい図面について説明します。

１．機械加工製造現場見学
　　横型･立型マシニングセンター、NCフライス、複合加工機、旋盤、タッピングセンター等
２．事例の解説
　　材料と加工方法の選定とコスト比較、加工･組立現場からの生の声等
３．例題演習

ねらい

講 師

訪問先

内 容
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07

08

09

製造現場から学ぶ②(表面機能を高める熱処理技術)

製造現場から学ぶ③(高精度歯車を生み出す加工技術)

製造現場から学ぶ④(匠の技を製品化する測定技術)

長岡電子㈱

㈱長岡歯車製作所

㈱第一測範製作所

各種金属熱処理の方法とその特徴を学びます。

多品種・少量・高精度歯車の製造工程の工場を見学します。

測定できなければ匠の技も商品にならない。でも世の中にはその技能を技術化する
に十分な測定手段が存在しない。だったら自分で開発しよう。

長岡電子㈱を訪問して、高周波焼入れ、浸炭焼入れ、窒化処理等の熱処理工程や品質検査工程を見学します。

熱処理現場見学
高周波焼入れ、浸炭焼入れ、窒化、真空熱処理、硬さ測定、硬化層深さ測定等

１．会社紹介プレゼンテーション
２．歯車の強度と加工設備について紹介

３．工場見学
４．質疑応答、意見交換、技術懇談等

１．会社紹介と当社製品の目的
２．当社開発製品の足跡
　　「光学式内径測定機」と「分散性自動測定機」を中心に

３．「光学式内径測定機」を全員で体験しよう
４．工場ツアー「匠の技」とそれを支える「測定機」
５．質疑応答、意見交換

ねらい

ねらい

ねらい

訪問先

訪問先

訪問先

内 容

内 容

内 容
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12 思考の発散と収束で未来を切り開くアイデア連想

尾田　雅文
新潟大学　地域創生推進機構　教授
新潟大学　工学部工学科　教授

課題解決のためのより良いアイディアが求められる際、集合知の活用が有効です。
これを活用して気付きを得る手法について、演習を通じて学びます。

課題解決のためのより良いアイディアを考案するためには、集合知の活用は有効です。さらに、これをより良い企画に結びつけ
るためには、集合知による思考の発散と収束の両過程を通して得る気付き（インサイト）を得ることが極めて重要です。本コース
の締めくくりとして、グループ実習で「身近な課題の解決方法を考案する」演習を行い、これを通じて、イノベーティブなアイディ
ア連想法を学びます。

１．ブレイン･ストーミング
思考の発散過程であるブレイン･ストーミングの行い方について解説した後に、「身近な課題の解決」を図るテーマを対象
として、演習を行います。

２．SWOT分析､２軸図法､親和図法
思考の収束過程である「SWOT分析」､「２軸図法」､「親和図法」のそれぞれの方法について解説した後､例題を通じて、気付
きを得る体験をしていただきます｡

３．Value Graph
 Value Graphは､現状アイディアの上位概念（目的）､下位概念（手段）のそれぞれについて検討し､現状アイディアのコンセ
プトを超える気付きを得るための方法の一つです。本法について解説した後､演習を行ないます｡

ねらい 講 師

内 容

10

11

製造現場から学ぶ⑤(直線運動機器パイオニアの生産体制)

製造現場から学ぶ⑥(IoT技術を活用した生産管理システム)

日本ベアリング㈱

エヌ･エス･エス㈱

直動転がり軸受特有の製造方法の工場を見学します。

多品種少量生産におけるIoTを活用した加工用技術情報の一元管理と共有化の
事例紹介をします。

１．会社紹介プレゼンテーション
２．工場見学
３．意見交換、技術懇談等

１．会社紹介
２．導入したIoTシステムの紹介
３．工場見学
４．意見交換など

ねらい

ねらい

訪問先

訪問先

内 容

内 容
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