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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定部と、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差
算出部と、
前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏
差として算出する測定値標準偏差算出部と、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
良品であるか否かを判定する判定部と、
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前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出部と、
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生
産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する製品ロット判定部と
を備え、
前記製品ロット判定部において、前記製品ロットが不良ロットであると判定された場合
、
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前記判定部は、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値以下及び下
限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より小さい所定値までの範囲に
属する前記製品及び下限値から下限値より大きい所定値までの範囲に属する前記製品、若
しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基
づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定するようにして
あることを特徴とする製品検査装置。
【請求項２】
製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定部と、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差
算出部と、
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前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏
差として算出する測定値標準偏差算出部と、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
良品であるか否かを判定する判定部と、
前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出部と、
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生
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産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する製品ロット判定部と
を備え、
前記製品ロット判定部において、前記製品ロットが良ロットであると判定された場合、
前記判定部は、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値より大きい
範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一
方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より大きい所定値までの範囲に属する
前記製品及び下限値から下限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品、若しくは
いずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、
前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定するようにしてあるこ
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とを特徴とする製品検査装置。
【請求項３】
前記上限値より小さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍
小さい又は大きい値であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より
前記測定値標準偏差の３倍大きい又は小さい値であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の製品検査装置。
【請求項４】
前記リスク算出部は、
前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基づいて、前記製品の特性値バラツキの
標準偏差を製品標準偏差として算出する製品標準偏差算出部と、
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算出した前記製品標準偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確率分布が前記測
定値標準偏差の確率分布に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属する前記製品が、
前記製品規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率を前記消費者リスクと
して算出し、前記製品規格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外の区間に属する
製品であると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出するリスク演算部と
を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の製品検査装置。
【請求項５】
前記測定値標準偏差算出部は、
測定した特性値に基づき、前記検査規格に応じて前記製品を良品と不良品とに分類する
分類部と、
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良品又は不良品に分類された前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき
、前記製品を前記検査規格に応じて良品と不良品とに再分類する再分類部と、
前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差を変数とする前記みなし
標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前
記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数を良品又は不良品に再分類された
前記製品の推定個数として算出する推定個数算出部と、
少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分
類された前記製品の個数と、良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個数とが略一
致するように前記みなし標準偏差の確率分布の前記変数を変更し、変更した変数を前記製
品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差として算出する標準偏差算出部と
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を備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の製品検査装置。
【請求項６】
製品を検査する製品検査装置で実行することが可能な製品検査方法において、
前記製品検査装置は、
製品の所定の特性を示す特性値を測定部が測定する工程と、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出する工程と、
前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏
差として算出する工程と、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
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良品であるか否かを判定する工程と、
前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出する工程と、
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生
産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する工程と
を含み、
前記製品ロットが不良ロットであると判定された場合、測定した特性値が、前記検査規
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格で規定した特性値の上限値以下及び下限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値か
ら上限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より大きい
所定値までの範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特
性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査
規格を基準として再判定する工程を含むことを特徴とする製品検査方法。
【請求項７】
製品を検査する製品検査装置で実行することが可能な製品検査方法において、
前記製品検査装置は、
製品の所定の特性を示す特性値を測定部が測定する工程と、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出する工程と、
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前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏
差として算出する工程と、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
良品であるか否かを判定する工程と、
前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出する工程と、
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生

50

(4)

JP 5477382 B2 2014.4.23

産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する工程と
を含み、
前記製品ロットが良ロットであると判定された場合、測定した特性値が、前記検査規格
で規定した特性値の上限値より大きい範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範囲に
属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値
より大きい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より小さい所定値ま
での範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再
測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基
準として再判定する工程を含むことを特徴とする製品検査方法。
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【請求項８】
前記上限値より小さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍
小さい又は大きい値であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より
前記測定値標準偏差の３倍大きい又は小さい値であることを特徴とする請求項６又は７に
記載の製品検査方法。
【請求項９】
前記製品検査装置は、
前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基づいて、前記製品の特性値バラツキの
標準偏差を製品標準偏差として算出する工程と、
算出した前記製品標準偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確率分布が前記測
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定値標準偏差の確率分布に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属する前記製品が、
前記製品規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率を前記消費者リスクと
して算出し、前記製品規格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外の区間に属する
製品であると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出する工程と
を含むことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか一項に記載の製品検査方法。
【請求項１０】
前記製品検査装置は、
測定した特性値に基づき、前記検査規格に応じて前記製品を良品と不良品とに分類する
工程と、
良品又は不良品に分類された前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき
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、前記製品を前記検査規格に応じて良品と不良品とに再分類する工程と、
前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差を変数とする前記みなし
標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前
記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数を良品又は不良品に再分類された
前記製品の推定個数として算出する工程と、
少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分
類された前記製品の個数と、良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個数とが略一
致するように前記みなし標準偏差の確率分布の前記変数を変更し、変更した変数を前記製
品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差として算出する工程と
を含むことを特徴とする請求項６乃至９のいずれか一項に記載の製品検査方法。
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【請求項１１】
製品を検査する製品検査装置で実行することが可能なコンピュータプログラムにおいて
、
前記製品検査装置を、
製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定手段、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差
算出手段、
前記測定手段自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準
偏差として算出する測定値標準偏差算出手段、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
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、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
良品であるか否かを判定する判定手段、
前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出手段、及び
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生
産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する製品ロット判定手段
として機能させ、
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前記製品ロット判定手段において、前記製品ロットが不良ロットであると判定された場
合、
前記判定手段を、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値以下及び
下限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より小さい所定値までの範囲
に属する前記製品及び下限値から下限値より大きい所定値までの範囲に属する前記製品、
若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に
基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定する手段とし
て機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１２】
製品を検査する製品検査装置で実行することが可能なコンピュータプログラムにおいて
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、
前記製品検査装置を、
製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定手段、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差
算出手段、
前記測定手段自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準
偏差として算出する測定値標準偏差算出手段、
前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として
、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が
良品であるか否かを判定する判定手段、
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前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率であ
る消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤っ
て判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差
、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出手段、及び
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生
産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであ
るか否かを判定する製品ロット判定手段
として機能させ、
前記製品ロット判定手段において、前記製品ロットが良ロットであると判定された場合
40

、
前記判定手段を、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値より大き
い範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範囲に属する前記製品、若しくはいずれか
一方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より大きい所定値までの範囲に属す
る前記製品及び下限値から下限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品、若しく
はいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき
、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定する手段として機能
させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１３】
前記上限値より小さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍
小さい又は大きい値であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より
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前記測定値標準偏差の３倍大きい又は小さい値であることを特徴とする請求項１１又は１
２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
前記リスク算出手段を、
前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基づいて、前記製品の特性値バラツキの
標準偏差を製品標準偏差として算出する製品標準偏差算出手段、及び
算出した前記製品標準偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確率分布が前記測
定値標準偏差の確率分布に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属する前記製品が、
前記製品規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率を前記消費者リスクと
して算出し、前記製品規格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外の区間に属する
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製品であると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出するリスク演算手段
として機能させることを特徴とする請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項１５】
前記測定値標準偏差算出手段を、
測定した特性値に基づき、前記検査規格に応じて前記製品を良品と不良品とに分類する
分類手段、
良品又は不良品に分類された前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき
、前記製品を前記検査規格に応じて良品と不良品とに再分類する再分類手段、
前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差を変数とする前記みなし
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標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前
記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数を良品又は不良品に再分類された
前記製品の推定個数として算出する推定個数算出手段、及び
少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分
類された前記製品の個数と、良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個数とが略一
致するように前記みなし標準偏差の確率分布の前記変数を変更し、変更した変数を前記製
品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差として算出する標準偏差算出手段
として機能させることを特徴とする請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載のコンピ
ュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、製品を検査する製品検査装置、製品検査方法及びコンピュータプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
製品は、出荷する前に所定の特性を示す特性値が測定され、所定の規格を満たすか否か
により良品又は不良品に選別される。製品の選別は、製品検査装置を用いて、測定した製
品の特性値と、製品規格（製品として要求される特性値）よりも条件が厳しい検査規格と
を比較することにより行われる。測定した製品の特性値のバラツキが、製品自体の特性値

40

のバラツキのみであれば、検査規格を製品規格と同一の条件に規定した場合であっても、
製品検査装置により製品を良品又は不良品に正しく選別することができる。
【０００３】
しかし、測定した製品の特性値のバラツキには、製品自体の特性値のバラツキのみでは
なく、測定システムの測定値のバラツキが含まれる。そのため、製品検査装置において良
品と判定された製品に製品規格外の製品が含まれる、又は不良品と判定された製品に製品
規格内の製品が含まれるおそれがある。特に、製品を使用するユーザへの影響を考えると
、製品検査装置により良品と判定された製品が製品規格外の製品である可能性を低くする
必要があり、通常は、製品規格よりも条件が厳しい検査規格を規定して製品を選別してい
る。
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【０００４】
ここで、製品検査装置において、製品規格外の製品が、検査規格に基づいて誤って良品
と判定される確率を消費者リスク、製品規格内の製品が、検査規格に基づいて誤って不良
品と判定される確率を生産者リスクという。一般に、製品規格よりも条件の厳しい検査規
格を規定することにより消費者リスクを小さくすることができるが、生産者リスクは却っ
て大きくなり、製品検査装置により良品に選別される割合（良品率）は低下することが知
られている。
【０００５】
なお、消費者リスク及び生産者リスクを算出する方法は、非特許文献１及び２に開示さ
れている。非特許文献１には、モンテカルロ法を用いて、製品検査装置における消費者リ

10

スク及び生産者リスクを算出する方法が開示されている。非特許文献２には、二重積分式
を用いて製品の特性値のバラツキ及び測定値のバラツキの分布が正規分布であるとして、
消費者リスク及び生産者リスクを算出する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】エム．ドバート（Ｍ．Ｄｏｂｂｅｒｔ）「測定リスクの理解（Ｕｎｄｅ
ｒｓｔａｎｄｉｎｇ
ターナショナル
ｉｏｎａｌ

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

ワークショップ

アンド

Ｗｏｒｋｓｈｏｐ

ａｎｄ

Ｒｉｓｋ）」、エヌシーエスエル

シンポジウム（ＮＣＳＬ

ディーヴァー（Ｄａｖｉｄ

の校正管理（Ｍａｎａｇｉｎｇ

Ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ

ショップ
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ｈｏｐ

アンド
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Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ）、２００７年８月

【非特許文献２】デーヴィッド
ｔｈｅ

イン

Ｄｅａｖｅｒ）、「実用上
Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ

Ｗｏｒｌｄ）」、エヌシーエスエル
シンポジウム（ＮＣＳＬ

インターナショナル

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

ｉｎ
ワーク

Ｗｏｒｋｓ

Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ）、１９９５年

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
日々製造される製品の、測定した特性値の平均値及び標準偏差は所定数の製品を一つの
単位とする製品ロットごとに変動する。そのため、製品規格、検査規格及び測定システム
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の測定値のバラツキが変動しない場合であっても、製品検査装置では、消費者リスク及び
生産者リスクは日々製造される製品ロットごとに変動する。
【０００８】
製品の特性値の平均値及び標準偏差の製品ロットごとの変動に比べて、測定システムの
測定値のバラツキの変動は小さいが、測定システムの測定値のバラツキの変動によっても
消費者リスク及び生産者リスクは変動する。
【０００９】
製品検査装置は、消費者リスクが変動して大きくなった場合、製品規格外の製品を良品
と判定する可能性が高くなる。したがって、ユーザに対して製品規格外の製品が誤って出
荷される可能性が高まるという問題点があった。また、製品検査装置は、生産者リスクが
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変動して大きくなった場合、製品規格内の製品を不良品と判定する可能性が高くなる。し
たがって、良品であると判定される割合（良品率）が低下するという問題点があった。
【００１０】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、消費者リスク及び生産者リスクに基
づいて、製品を検査することができる製品検査装置、製品検査方法及びコンピュータプロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記目的を達成するために第１発明に係る製品検査装置は、製品の所定の特性を示す特
性値を測定する測定部と、測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として
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算出するみなし標準偏差算出部と、前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測定値バ
ラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算出する測定値標準偏差算出部と、前記製品の
良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として、測定した特
性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が良品であるか
否かを判定する判定部と、前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤
って判定される確率である消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製
品が不良品であると誤って判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均
値、前記みなし標準偏差、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出部と、算出し
た消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生産者リス
クが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否か
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を判定する製品ロット判定部とを備え、前記製品ロット判定部において、前記製品ロット
が不良ロットであると判定された場合、前記判定部は、測定した特性値が、前記検査規格
で規定した特性値の上限値以下及び下限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値から
上限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より大きい所
定値までの範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性
値を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規
格を基準として再判定するようにしてある。
【００１４】
次に、上記目的を達成するために第２発明に係る製品検査装置は、製品の所定の特性を
示す特性値を測定する測定部と、測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差
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として算出するみなし標準偏差算出部と、前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測
定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算出する測定値標準偏差算出部と、前記
製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として、測定
した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が良品で
あるか否かを判定する判定部と、前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であ
ると誤って判定される確率である消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格
内の製品が不良品であると誤って判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値
の平均値、前記みなし標準偏差、前記測定値標準偏差に基づき算出するリスク算出部と、
算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生産
者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットである
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か否かを判定する製品ロット判定部とを備え、前記製品ロット判定部において、前記製品
ロットが良ロットであると判定された場合、前記判定部は、測定した特性値が、前記検査
規格で規定した特性値の上限値より大きい範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範
囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上
限値より大きい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より小さい所定
値までの範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値
を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格
を基準として再判定するようにしてある。
【００１５】
また、第３発明に係る製品検査装置は、第１又は第２発明において、前記上限値より小

40

さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍小さい又は大きい値
であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より前記測定値標準偏差
の３倍大きい又は小さい値である。
【００１６】
また、第４発明に係る製品検査装置は、第１乃至第３発明のいずれか一つにおいて、前
記リスク算出部は、前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基づいて、前記製品の
特性値バラツキの標準偏差を製品標準偏差として算出する製品標準偏差算出部と、算出し
た前記製品標準偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確率分布が前記測定値標準
偏差の確率分布に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属する前記製品が、前記製品
規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率を前記消費者リスクとして算出
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し、前記製品規格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外の区間に属する製品であ
ると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出するリスク演算部とを備える。
【００１７】
また、第５発明に係る製品検査装置は、第１乃至第４発明のいずれか一つにおいて、前
記測定値標準偏差算出部は、測定した特性値に基づき、前記検査規格に応じて前記製品を
良品と不良品とに分類する分類部と、良品又は不良品に分類された前記製品の特性値を再
測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品を前記検査規格に応じて良品と不良品とに
再分類する再分類部と、前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差を
変数とする前記みなし標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一度再分類した場合に
良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数を良品又は
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不良品に再分類された前記製品の推定個数として算出する推定個数算出部と、少なくとも
一度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分類された前記
製品の個数と、良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個数とが略一致するように
前記みなし標準偏差の確率分布の前記変数を変更し、変更した変数を前記製品の特性値バ
ラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差として算出する標準偏差算出部とを備える。
【００１９】
次に、上記目的を達成するために第６発明に係る製品検査方法は、製品を検査する製品
検査装置で実行することが可能な製品検査方法において、前記製品検査装置は、製品の所
定の特性を示す特性値を測定部が測定する工程と、測定した特性値のバラツキの標準偏差
をみなし標準偏差として算出する工程と、前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測
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定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算出する工程と、前記製品の良否を判定
する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として、測定した特性値が、前
記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が良品であるか否かを判定
する工程と、前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定され
る確率である消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品で
あると誤って判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みな
し標準偏差、前記測定値標準偏差に基づき算出する工程と、算出した消費者リスクが所定
の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスクが所定の生産者リス
ク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを判定する工程とを含
み、前記製品ロットが不良ロットであると判定された場合、測定した特性値が、前記検査
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規格で規定した特性値の上限値以下及び下限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値
から上限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より大き
い所定値までの範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の
特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検
査規格を基準として再判定する工程を含む。
【００２１】
次に、上記目的を達成するために第７発明に係る製品検査方法は、製品を検査する製品
検査装置で実行することが可能な製品検査方法において、前記製品検査装置は、製品の所
定の特性を示す特性値を測定部が測定する工程と、測定した特性値のバラツキの標準偏差
をみなし標準偏差として算出する工程と、前記測定部自体の測定結果のバラツキを示す測
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定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算出する工程と、前記製品の良否を判定
する特性値の上限値と下限値とを規定する検査規格を基準として、測定した特性値が、前
記上限値以下、下限値以上の範囲に含まれるか否かで前記製品が良品であるか否かを判定
する工程と、前記測定値バラツキにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定され
る確率である消費者リスク、及び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品で
あると誤って判定される確率である生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みな
し標準偏差、前記測定値標準偏差に基づき算出する工程と、算出した消費者リスクが所定
の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスクが所定の生産者リス
ク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを判定する工程とを含
み、前記製品ロットが良ロットであると判定された場合、測定した特性値が、前記検査規
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格で規定した特性値の上限値より大きい範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範囲
に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限
値より大きい所定値までの範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より小さい所定値
までの範囲に属する前記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を
再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を
基準として再判定する工程を含む。
【００２２】
また、第８発明に係る製品検査方法は、第６又は第７発明において、前記上限値より小
さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍小さい又は大きい値
であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より前記測定値標準偏差
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の３倍大きい又は小さい値である。
【００２３】
また、第９発明に係る製品検査方法は、第６乃至第８発明のいずれか一つにおいて、前
記製品検査装置は、前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基づいて、前記製品の
特性値バラツキの標準偏差を製品標準偏差として算出する工程と、算出した前記製品標準
偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確率分布が前記測定値標準偏差の確率分布
に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属する前記製品が、前記製品規格内の区間に
属する製品であると誤って判定される確率を前記消費者リスクとして算出し、前記製品規
格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外の区間に属する製品であると誤って判定
される確率を生産者リスクとして算出する工程とを含む。
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【００２４】
また、第１０発明に係る製品検査方法は、第６乃至第９発明のいずれか一つにおいて、
前記製品検査装置は、測定した特性値に基づき、前記検査規格に応じて前記製品を良品と
不良品とに分類する工程と、良品又は不良品に分類された前記製品の特性値を再測定し、
再測定した特性値に基づき、前記製品を前記検査規格に応じて良品と不良品とに再分類す
る工程と、前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差を変数とする前
記みなし標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類
された前記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数を良品又は不良品に再分
類された前記製品の推定個数として算出する工程と、少なくとも一度再分類した場合に良
品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分類された前記製品の個数と、良品又は
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不良品に再分類された前記製品の推定個数とが略一致するように前記みなし標準偏差の確
率分布の前記変数を変更し、変更した変数を前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前
記測定値標準偏差として算出する工程とを含む。
【００２６】
次に、上記目的を達成するために第１１発明に係るコンピュータプログラムは、製品を
検査する製品検査装置で実行することが可能なコンピュータプログラムにおいて、前記製
品検査装置を、製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定手段、測定した特性値のバ
ラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差算出手段、前記測定手
段自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算
出する測定値標準偏差算出手段、前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを
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規定する検査規格を基準として、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲
に含まれるか否かで前記製品が良品であるか否かを判定する判定手段、前記測定値バラツ
キにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率である消費者リスク、及
び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤って判定される確率で
ある生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差、前記測定値標準偏
差に基づき算出するリスク算出手段、及び算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以
下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否
かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを判定する製品ロット判定手段として機
能させ、前記製品ロット判定手段において、前記製品ロットが不良ロットであると判定さ
れた場合、前記判定手段を、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値

50

(11)

JP 5477382 B2 2014.4.23

以下及び下限値以上の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より小さい所定値ま
での範囲に属する前記製品及び下限値から下限値より大きい所定値までの範囲に属する前
記製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した
特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定する
手段として機能させる。
【００２８】
次に、上記目的を達成するために第１２発明に係るコンピュータプログラムは、製品を
検査する製品検査装置で実行することが可能なコンピュータプログラムにおいて、前記製
品検査装置を、製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定手段、測定した特性値のバ
ラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出するみなし標準偏差算出手段、前記測定手
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段自体の測定結果のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として算
出する測定値標準偏差算出手段、前記製品の良否を判定する特性値の上限値と下限値とを
規定する検査規格を基準として、測定した特性値が、前記上限値以下、下限値以上の範囲
に含まれるか否かで前記製品が良品であるか否かを判定する判定手段、前記測定値バラツ
キにより製品規格外の製品が良品であると誤って判定される確率である消費者リスク、及
び前記測定値バラツキにより製品規格内の製品が不良品であると誤って判定される確率で
ある生産者リスクを、測定した特性値の平均値、前記みなし標準偏差、前記測定値標準偏
差に基づき算出するリスク算出手段、及び算出した消費者リスクが所定の消費者リスク以
下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスクが所定の生産者リスク以下であるか否
かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを判定する製品ロット判定手段として機
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能させ、前記製品ロット判定手段において、前記製品ロットが良ロットであると判定され
た場合、前記判定手段を、測定した特性値が、前記検査規格で規定した特性値の上限値よ
り大きい範囲に属する前記製品及び下限値より小さい範囲に属する前記製品、若しくはい
ずれか一方の範囲に属する前記製品、又は上限値から上限値より大きい所定値までの範囲
に属する前記製品及び下限値から下限値より小さい所定値までの範囲に属する前記製品、
若しくはいずれか一方の範囲に属する前記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に
基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定する手段とし
て機能させる。
【００２９】
また、第１３発明に係るコンピュータプログラムは、第１１又は第１２発明において、
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前記上限値より小さい又は大きい所定値は、前記上限値より前記測定値標準偏差の３倍小
さい又は大きい値であり、前記下限値より大きい又は小さい所定値は、前記下限値より前
記測定値標準偏差の３倍大きい又は小さい値である。
【００３０】
また、第１４発明に係るコンピュータプログラムは、第１１乃至第１３発明のいずれか
一つにおいて、前記リスク算出手段を、前記みなし標準偏差及び前記測定値標準偏差に基
づいて、前記製品の特性値バラツキの標準偏差を製品標準偏差として算出する製品標準偏
差算出手段、及び算出した前記製品標準偏差の確率分布を複数の区間に分け、各区間の確
率分布が前記測定値標準偏差の確率分布に従うと仮定して、前記製品規格外の区間に属す
る前記製品が、前記製品規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率を前記
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消費者リスクとして算出し、前記製品規格内の区間に属する前記製品が、前記製品規格外
の区間に属する製品であると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出するリスク
演算手段として機能させる。
【００３１】
また、第１５発明に係るコンピュータプログラムは、第１１乃至第１４発明のいずれか
一つにおいて、前記測定値標準偏差算出手段を、測定した特性値に基づき、前記検査規格
に応じて前記製品を良品と不良品とに分類する分類手段、良品又は不良品に分類された前
記製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品を前記検査規格に応じ
て良品と不良品とに再分類する再分類手段、前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前
記測定値標準偏差を変数とする前記みなし標準偏差の確率分布に基づいて、少なくとも一
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度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不良品に再分類された前記製
品の個数を良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個数として算出する推定個数算
出手段、及び少なくとも一度再分類した場合に良品に再分類された前記製品の個数又は不
良品に再分類された前記製品の個数と、良品又は不良品に再分類された前記製品の推定個
数とが略一致するように前記みなし標準偏差の確率分布の前記変数を変更し、変更した変
数を前記製品の特性値バラツキの標準偏差及び前記測定値標準偏差として算出する標準偏
差算出手段として機能させる。
【００３３】
第１発明、第６発明、及び第１１発明では、算出した消費者リスクが所定の消費者リス
ク以下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスクが所定の生産者リスク以下である
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か否かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを判定する。したがって、消費者リ
スク及び生産者リスクのうち少なくとも一方が所定の値以下になる製品ロットの出荷を防
止できる。
【００３４】
また、製品ロットが不良ロットであると判定された場合、測定した特性値が、検査規格
で規定した特性値の上限値以下及び下限値以上の範囲に属する製品、又は上限値から上限
値より小さい所定値までの範囲に属する製品及び下限値から下限値より大きい所定値まで
の範囲に属する製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する製品の特性値を再測定し、再
測定した特性値に基づき、前記製品が良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再
判定する。したがって、消費者リスク又は生産者リスクを改善することができるとともに
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、製品が良品であると判定される割合（良品率）が向上する。
【００３５】
第２発明、第７発明、及び第１２発明では、製品ロットが良ロットであると判定された
場合、測定した特性値が、検査規格で規定した特性値の上限値より大きい範囲に属する製
品及び下限値より小さい範囲に属する製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する製品、
又は上限値から上限値より大きい所定値までの範囲に属する製品及び下限値から下限値よ
り小さい所定値までの範囲に属する製品、若しくはいずれか一方の範囲に属する製品の特
性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、製品が良品であるか否かを、検査規格を基
準として再判定するので、各範囲に属する製品を再度検査することになり良品であると判
定される割合（良品率）が向上する。
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【００３６】
第３発明、第８発明、及び第１３発明では、上限値より小さい又は大きい所定値を、上
限値より測定値標準偏差の３倍小さい又は大きい値とし、下限値より大きい又は小さい所
定値は、下限値より測定値標準偏差の３倍大きい又は小さい値とすることにより、製品の
特性値を再測定し、再判定する範囲に属する製品の個数を制限することができる。
【００３７】
第４発明、第９発明、及び第１４発明では、算出した製品標準偏差の確率分布を複数の
区間に分け、各区間の確率分布が測定値標準偏差の確率分布に従うと仮定して、製品規格
外の区間に属する製品が、製品規格内の区間に属する製品であると誤って判定される確率
を消費者リスクとして算出し、製品規格内の区間に属する製品が、製品規格外の区間に属
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する製品であると誤って判定される確率を生産者リスクとして算出するので、二重積分式
を数学的に解くことなく消費者リスク及び生産者リスクを算出することができる。
【００３８】
第５発明、第１０発明、及び第１５発明では、少なくとも一度再分類した場合に良品に
再分類された製品の個数又は不良品に再分類された製品の個数と、良品又は不良品に再分
類された製品の推定個数とが略一致するようにみなし標準偏差の確率分布の変数を変更し
、変更した変数を製品の特性値バラツキの標準偏差及び測定値標準偏差として算出するの
で、不確かさを評価する手法や測定システム解析ＭＳＡの手法を利用することなく特性値
バラツキの標準偏差及び測定値標準偏差を算出することができる。
【発明の効果】
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【００４０】
本発明に係る製品検査装置、製品検査方法及びコンピュータプログラムでは、算出した
消費者リスクが所定の消費者リスク以下であるか否か、及び／又は算出した生産者リスク
が所定の生産者リスク以下であるか否かに基づき、製品ロットが良ロットであるか否かを
判定することにより、消費者リスク及び生産者リスクのうち少なくとも一方が所定の値以
下になる製品ロットの出荷を防止することができる。また、製品ロットが不良ロットであ
ると判定された場合、測定した特性値が、検査規格で規定した特性値の上限値以下及び下
限値以上の範囲に属する製品、又は上限値から上限値より小さい所定値までの範囲に属す
る製品及び下限値から下限値より大きい所定値までの範囲に属する製品、若しくはいずれ
か一方の範囲に属する製品の特性値を再測定し、再測定した特性値に基づき、前記製品が
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良品であるか否かを、前記検査規格を基準として再判定する。したがって、消費者リスク
又は生産者リスクを改善することができるとともに、製品が良品であると判定される割合
（良品率）が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施の形態１に係る製品検査装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る製品検査装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る製品検査装置が複数の製品の特性値を測定した場合
の確率分布を示した模式図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係る製品検査装置のリスク算出部が、消費者リスクＣＲ
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及び生産者リスクＰＲを算出する処理手順を示すフローチャートである。
【図５】製品標準偏差ＰＶの各区間の確率分布が測定値標準偏差ＧＲＲの確率分布に従う
様子を示す模式図である。
【図６】本発明の実施の形態１に係る製品検査装置の判定部が、検査規格の上限値及び下
限値を変更する処理手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態２に係る製品検査装置の機能ブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態２に係る製品検査装置が複数の製品の特性値を測定した場合
の確率分布を示した模式図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係る製品検査装置の判定部及び製品ロット判定部が、消
費者リスクＣＲに基づいて製品ロットが良ロットであるか否かを判定し、製品を再判定す
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る処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態３に係る製品検査装置の機能ブロック図である。
【図１１】本発明の実施の形態３に係る製品検査装置の再分類部が良品に分類された製品
を再分類した場合の確率分布を示した模式図である。
【図１２】本発明の実施の形態３に係る製品検査装置が、測定値標準偏差ＧＲＲを算出す
る処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
以下、本発明の実施の形態における消費者リスク及び生産者リスクに基づいて、製品を
検査することができる製品検査装置について、図面を用いて具体的に説明する。以下の実
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施の形態は、特許請求の範囲に記載された発明を限定するものではなく、実施の形態の中
で説明されている特徴的事項の組み合わせの全てが解決手段の必須事項であるとは限らな
いことは言うまでもない。
【００４３】
以下の実施の形態では、コンピュータシステムにコンピュータプログラムを導入した、
製品検査装置について説明するが、当業者であれば明らかな通り、本発明はその一部をコ
ンピュータで実行することが可能なコンピュータプログラムとして実施することができる
。したがって、本発明は、製品検査装置というハードウェアとしての実施の形態、ソフト
ウェアとしての実施の形態、又はソフトウェアとハードウェアとの組み合わせの実施の形
態をとることができる。コンピュータプログラムは、ハードディスク、ＤＶＤ、ＣＤ、光
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記憶装置、磁気記憶装置等の任意のコンピュータで読み取ることが可能な記録媒体に記録
することができる。
【００４４】
（実施の形態１）
図１は、本発明の実施の形態１に係る製品検査装置の構成例を示すブロック図である。
実施の形態１に係る製品検査装置は、製品の所定の特性を示す特性値を測定する測定部１
と、測定した特性値を演算する演算処理部２とを備えている。
【００４５】
測定部１は、製品の所定の特性を示す特性値を測定する。例えば、製品をセラミックコ
ンデンサとした場合、製品の特性値であるコンデンサ容量を測定部１で測定する。コンデ

10

ンサ容量を測定する測定部１のハードウェア構成としては、ＬＣＲメータがある。
【００４６】
演算処理部２は、少なくともＣＰＵ（中央演算装置）２１、メモリ２２、記憶装置２３
、Ｉ／Ｏインタフェース２４、ビデオインタフェース２５、可搬型ディスクドライブ２６
、測定インタフェース２７及び上述したハードウェアを接続する内部バス２８で構成され
ている。
【００４７】
ＣＰＵ２１は、内部バス２８を介して演算処理部２の上述したようなハードウェア各部
と接続されており、上述したハードウェア各部の動作を制御するとともに、記憶装置２３
に記憶しているコンピュータプログラム２３０に従って、種々のソフトウェア的機能を実
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行する。メモリ２２は、ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ等の揮発性メモリで構成され、コンピュー
タプログラム２３０の実行時にロードモジュールが展開され、コンピュータプログラム２
３０の実行時に発生する一時的なデータ等を記憶する。
【００４８】
記憶装置２３は、内蔵される固定型記憶装置（ハードディスク）、ＲＯＭ等で構成され
ている。記憶装置２３に記憶しているコンピュータプログラム２３０は、プログラム及び
データ等の情報を記録したＤＶＤ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬型記録媒体９０から、可搬型デ
ィスクドライブ２６によりダウンロードされ、実行時には記憶装置２３からメモリ２２へ
展開して実行される。もちろん、ネットワークに接続されている外部のコンピュータから
ダウンロードされたコンピュータプログラムであっても良い。
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【００４９】
測定インタフェース２７は内部バス２８に接続されており、測定部１と接続されること
により、測定部１と演算処理部２との間で測定した特性値や制御信号等を送受信すること
が可能となっている。
【００５０】
Ｉ／Ｏインタフェース２４は、キーボード２４１、マウス２４２等のデータ入力媒体と
接続され、データの入力を受け付ける。また、ビデオインタフェース２５は、ＣＲＴモニ
タ、ＬＣＤ等の表示装置２５１と接続され、所定の画像を表示する。
【００５１】
以下、上述した構成の製品検査装置の動作について説明する。図２は、本発明の実施の
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形態１に係る製品検査装置の機能ブロック図である。測定部１は、製品１０の所定の特性
を示す特性値を測定する。一つの単位として製品ロット１１は所定数の製品１０を含んで
構成されている。
【００５２】
みなし標準偏差算出部３は、製品ロット１１に含まれる一部の製品１０を測定した特性
値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出する。例えば、１０万個の製品１０
からなる製品ロット１１とした場合、測定部１は、製品ロット１１から、１００００個の
製品１０をサンプリングして、製品１０の特性値を測定し、みなし標準偏差算出部３は、
測定した特性値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出する。なお、みなし標
準偏差算出部３は、みなし標準偏差を算出するとともに、測定した製品１０の特性値の平
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均値も算出することができる。
【００５３】
測定値標準偏差算出部４は、製品ロット１１を測定する前に、測定部１自体の測定結果
のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を所定の方法で測定値標準偏差として予め算
出する。測定値バラツキの標準偏差を算出する方法としては、例えば、不確かさを評価す
る手法、ＩＳＯ規格の品質マネジメントシステム規格（ＩＳＯ９００１：２０００）にお
ける自動車生産及び関連サービス部品組織に関する固有要求事項（ＩＳＯ／ＴＳ１６９４
９）で規定している測定システム解析ＭＳＡ（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

Ｓｙｓｔｅｍｓ

Ａｎａｌｙｓｉｓ）の手法等がある。
10

【００５４】
不確かさを評価する手法は、測定部１のシステムを測定治具やセンサ等の不確かさが生
じる要素に分け、要素ごとの不確かさを評価して測定部１のシステム全体の不確かさであ
る測定値バラツキの標準偏差を算出している。測定システム解析ＭＳＡの手法は、ＧＲ＆
Ｒ（Ｇａｇｅ

Ｒｅｐｅａｔａｂｉｌｉｔｙ

ａｎｄ

Ｒｅｐｒｏｄｕｃｉｂｉｌｉｔｙ

）の手法を用いて測定値バラツキの標準偏差を算出している。
【００５５】
なお、みなし標準偏差算出部３で算出したみなし標準偏差ＴＶは、製品自体の特性値の
バラツキ（特性値バラツキ）の標準偏差である製品標準偏差ＰＶ、及び測定値標準偏差算
出部４で算出した測定値標準偏差ＧＲＲにより（数１）として表わすことができる。
【００５６】
【数１】

20

【００５７】
判定部５は、測定部１において測定した特性値が、検査規格で規定した上限値以下、下
限値以上の範囲に含まれるか否かで製品１０が良品であるか否かを判定する。図３は、本
発明の実施の形態１に係る製品検査装置が複数の製品１０の特性値を測定した場合の確率
分布を示した模式図である。図３は、横軸を製品１０の特性値、縦軸を製品１０の個数と
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して、測定した製品１０の特性値の確率分布を表しており、測定した製品１０の特性値の
確率分布は、正規分布となっている。
【００５８】
さらに、図３には、検査規格で規定した特性値の上限値（検査規格の上限値）及び下限
値（検査規格の下限値）が図示されている。判定部５は、検査規格の上限値以下、下限値
以上の範囲に属する製品１０を良品、検査規格の上限値より大きい範囲及び下限値より小
さい範囲に属する製品１０を不良品として判定する。なお、図３には、検査規格よりも条
件が緩い製品規格で規定した特性値の上限値（製品規格の上限値）及び下限値（製品規格
の下限値）も図示されており、製品規格は、検査規格よりも条件が緩やかであるため、製
品規格の上限値は検査規格の上限値よりも大きく、製品規格の下限値は、検査規格の下限
値よりも小さい。
【００５９】
リスク算出部６は、測定値バラツキにより製品規格外の製品が判定部５で検査規格に基
づいて誤って良品であると判定される確率を示す消費者リスク、及び製品規格内の製品が
判定部５で検査規格に基づいて不良品であると誤って判定される確率を示す生産者リスク
を算出する。具体的に、消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する方法として、
それぞれ非特許文献２で開示されている（数２）と（数３）とを解くことにより算出する
ことができる。
【００６０】
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【数２】

10

【００６１】
【数３】
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【００６２】
（数２）及び（数３）は、製品１０の特性値バラツキの確率分布と測定部１の測定値バ
ラツキの確率分布を正規分布とした場合、製品１０の製品標準偏差ＰＶにより基準正規分
布を求めた製品１０の特性値バラツキの確率密度関数と、測定部１の測定値標準偏差ＧＲ
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Ｒにより基準正規分布を求めた測定値バラツキの確率密度関数との二重積分の形式で表現
されている。ここで、ｔは製品１０の特性値バラツキの確率分布の中心からの位置、ｓは
測定部１の測定値バラツキの確率分布の中心からの位置、Ｌは製品規格の半値幅（製品１
０の製品規格の中心を零点とした場合、零点から製品１０の製品規格の上限値又は下限値
までの距離）、ｋ・Ｌは検査規格の半値幅（製品１０の検査規格の中心を零点とした場合
、零点から製品１０の検査規格の上限値又は下限値までの距離）、ｕは製品１０の特性値
バラツキの確率分布の偏り、ｖは測定部１の測定値バラツキの確率分布の偏り、Ｒは精度
比（製品１０の製品標準偏差ＰＶを測定部１の測定値標準偏差ＧＲＲで割った値）を示し
ている。
【００６３】
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（数２）及び（数３）の二重積分式を数学的に解くことは困難であるので、本実施の形
態１に係る製品検査装置では、製品標準偏差算出部６１及びリスク演算部６２を利用して
、消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する。ここで、製品標準偏差算出部６１
は、みなし標準偏差ＴＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲに基づいて、（数１）より製品標準偏
差ＰＶを算出する。リスク演算部６２は、算出した製品標準偏差ＰＶの確率分布を複数の
区間に分け、各区間の確率分布が測定値標準偏差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定して、測
定した特性値が製品規格で規定した上限値より大きい範囲若しくは下限値より小さい範囲
の区間に属する製品１０であるにもかかわらず、製品規格内の区間に属する製品（良品）
であると誤って判定される確率を消費者リスクＣＲとして算出し、測定した特性値が製品
規格で規定した上限値以下、下限値以上の範囲の区間に属する製品１０であるにもかかわ
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らず、製品規格外の区間に属する製品（不良品）であると誤って判定される確率を生産者
リスクＰＲとして算出する。
【００６４】
具体的に、本実施の形態１に係る製品検査装置において、リスク算出部６が消費者リス
クＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する処理手順について、フローチャートを用いて説明
する。図４は、本発明の実施の形態１に係る製品検査装置のリスク算出部６が、消費者リ
スクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する処理手順を示すフローチャートである。
【００６５】
演算処理部２のＣＰＵ２１は、測定インタフェース２７で受信した、測定部１で測定し
た製品ロット１１に含まれる一部の製品１０の特性値から、みなし標準偏差ＴＶ及び特性

10

値の平均値を算出し（ステップＳ４０１）、算出したみなし標準偏差ＴＶ及び測定値標準
偏差ＧＲＲを（数１）に代入し製品標準偏差ＰＶを算出する（ステップＳ４０２）。ＣＰ
Ｕ２１は、検査規格及び製品規格の上限値、下限値の規定を受け付ける（ステップＳ４０
３）。
【００６６】
ＣＰＵ２１は、算出した製品標準偏差ＰＶの確率分布は正規分布であるとして、確率分
布の製品規格の上限値以下、下限値以上の範囲を２００個の区間に分けて、各区間の確率
分布を特定する（ステップＳ４０４）。ＣＰＵ２１は、各区間の確率分布が測定値標準偏
差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定して、検査規格に基づいて各区間に属する製品１０が良
品であるか否かの判定を行う（ステップＳ４０５）。ＣＰＵ２１は、ステップＳ４０５に
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より、製品規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する製品１０が、検査規格の上限値
より大きい範囲若しくは下限値より小さい範囲に属する製品１０であると判定される確率
を生産者リスクＰＲとして算出する（ステップＳ４０６）。
【００６７】
なお、各区間の確率分布が測定値標準偏差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定することにつ
いて、図面を用いて説明する。図５は、製品標準偏差ＰＶの各区間の確率分布が測定値標
準偏差ＧＲＲの確率分布に従う様子を示す模式図である。図５に示すように、製品標準偏
差ＰＶの確率分布は製品規格の上限値以下、下限値以上の範囲が２００個の区間５１に分
けられる。例えば、特性値αから特性値βまでの区間５１Ａには、特性値αから特性値β
までの特性値の製品１０は存在するが、特性値αより小さい特性値、又は特性値βより大
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きい特性値の製品１０は存在しない。測定後の区間５１Ａの確率分布５２Ａが測定値標準
偏差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定すると、区間５１Ａに属する製品１０のそれぞれの特
性値は測定値バラツキを有することになり、区間５１Ａの確率分布５２Ａを仮定した確率
分布５２Ｂとみなすことができる。仮定した確率分布５２Ｂでは、特性値αより小さい特
性値、又は特性値βより大きい特性値の製品１０も存在する。ＣＰＵ２１は、各区間５１
の確率分布を、仮定した確率分布とみなして、各区間５１に属する製品１０を検査規格に
基づいて良品であるか否かの判定を行う。検査規格に基づいて不良品と判定された各区間
５１に属する製品１０は、製品規格内の製品１０であるが検査規格に基づいて不良品と判
定された製品１０であるため、当該製品１０であると判定される確率を生産者リスクＰＲ
として算出することができる。
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【００６８】
図４に戻って、演算処理部２のＣＰＵ２１は、算出した製品標準偏差ＰＶの確率分布は
正規分布であるとして、製品規格の上限値（下限値）から製品標準偏差ＰＶの６倍大きい
（小さい）値までの範囲をそれぞれ２００個の区間に分けて、各区間の確率分布を特定す
る（ステップＳ４０７）。ＣＰＵ２１は、図５で示したように測定後の各区間の確率分布
が測定値標準偏差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定して、検査規格に基づいて各区間に属す
る製品１０が良品であるか否かを判定する（ステップＳ４０８）。ＣＰＵ２１は、ステッ
プＳ４０８により、製品規格の上限値より大きい範囲に属する製品１０、又は下限値より
小さい範囲に属する製品１０が、検査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する製品
１０であると判定される確率を消費者リスクＣＲとして算出する（ステップＳ４０９）。
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【００６９】
なお、算出された消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲは、％表示、ｐｐｍ（ｐａｒ
ｔｓ

ｐｅｒ

ｍｉｌｌｉｏｎ）表示、ｐｐｂ（ｐａｒｔｓ

ｐｅｒ

ｂｉｌｌｉｏｎ）

表示が可能である。
【００７０】
本実施の形態１に係る製品検査装置では、リスク算出部６で算出した消費者リスクＣＲ
に基づいて、判定部５で製品ロット１１に含まれる全ての製品１０が良品であるか否かの
判定を行うための検査規格の上限値及び下限値を変更する。
【００７１】
具体的に、本実施の形態１に係る製品検査装置において、判定部５が検査規格の上限値
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及び下限値を変更する処理手順について、フローチャートを用いて説明する。図６は、本
発明の実施の形態１に係る製品検査装置の判定部５が、検査規格の上限値及び下限値を変
更する処理手順を示すフローチャートである。
【００７２】
演算処理部２のＣＰＵ２１は、製品規格の上限値から下限値までの２分の１の範囲を検
査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に、製品規格の上限値から下限値までの２０分の
１の範囲を検査規格の変更幅ＳＳＳ１にそれぞれ設定する（ステップＳ６０１）。なお、
製品規格の上限値から下限値までの中央値と、検査規格の上限値から下限値までの中央値
とは一致するものとする。
【００７３】
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ＣＰＵ２１は、ステップＳ６０１で設定した検査規格に基づき、図４で示した処理を用
いて消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する（ステップＳ６０２）。
【００７４】
ＣＰＵ２１は、ステップＳ６０２で算出した消費者リスクＣＲが、製品１０を、製品１
０の特性値を検査して出荷する場合に定める所定の消費者リスクより大きいか否かを判断
する（ステップＳ６０３）。ＣＰＵ２１が、算出した消費者リスクＣＲが、所定の消費者
リスクより大きいと判断した場合（ステップＳ６０３：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、検査規
格の上限値を変更幅ＳＳＳ１だけデクリメントし、下限値を変更幅ＳＳＳ１だけインクリ
メントして（ステップＳ６０４）、処理をステップＳ６０２に戻す。ＣＰＵ２１が、算出
した消費者リスクＣＲが、所定の消費者リスク以下であると判断した場合（ステップＳ６
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０３：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、検査規格の上限値を変更幅ＳＳＳ１だけインクリメントし
、下限値を変更幅ＳＳＳ１だけデクリメントする（ステップＳ６０５）。
【００７５】
ＣＰＵ２１は、変更幅ＳＳＳ１を１０分の１にした後に、ステップＳ６０２の処理を一
度行ったか否かを判断する（ステップＳ６０６）。ＣＰＵ２１が、ステップＳ６０２の処
理を一度も行っていないと判断した場合（ステップＳ６０６：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、処
理をステップＳ６０２へ戻す。ＣＰＵ２１が、ステップＳ６０２の処理を一度行ったと判
断した場合（ステップＳ６０６：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、変更幅ＳＳＳ１を１０分の１
にした後に、ステップＳ６０２に戻る処理を４回以上行ったか否かを判断する（ステップ
Ｓ６０７）。
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【００７６】
ＣＰＵ２１が、変更幅ＳＳＳ１を１０分の１にした後に、ステップＳ６０２に戻る処理
を４回より少ない回数しか行っていないと判断した場合（ステップＳ６０７：ＮＯ）、Ｃ
ＰＵ２１は、変更幅ＳＳＳ１を１０分の１に変更して（ステップＳ６０８）、処理をステ
ップＳ６０２に戻す。ＣＰＵ２１が、変更幅ＳＳＳ１を１０分の１にした後に、ステップ
Ｓ６０２に戻る処理を４回以上行ったと判断した場合（ステップＳ６０７：ＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ２１は、検査規格の上限値を変更幅ＳＳＳ１の２分の１小さくした値を変更した検査
規格の上限値とし、下限値を変更幅ＳＳＳ１の２分の１大きくした値を変更した検査規格
の下限値として算出する（ステップＳ６０９）。
【００７７】
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例えば、コンデンサ容量が１．５ｐＦのコンデンサを製品１０としたときに、事前に測
定値標準偏差算出部４で求めた測定値標準偏差ＧＲＲが０．００２１ｐＦである場合、１
０万個の製品１０からなる製品ロット１１から、１００００個の製品１０をサンプリング
して、製品１０の特性値であるコンデンサ容量を測定して算出された製品標準偏差ＰＶは
０．０１４ｐＦ、特性値の平均値は１．５０２ｐＦとなった。このとき、製品規格の上限
値が１．５２ｐＦ、下限値が１．４８ｐＦで、初期の検査規格の上限値が１．５１ｐＦ、
下限値が１．４９ｐＦであれば、消費者リスクＣＲは０．００８ｐｐｍ、生産者リスクＰ
Ｒは３２．７０％と算出される。ここで、製品１０の所定の消費者リスクが２ｐｐｍ以下
と設定されている場合、製品ロット１１の消費者リスクＣＲは、０．００８ｐｐｍと推定
されるため所定の消費者リスクを満足している。しかし、生産者リスクＰＲが大きすぎる
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ため推定される良品率は５１．５７％と小さい値となる。このため、消費者リスクＣＲが
所定の消費者リスクにできるだけ近づくように検査規格を変更することで、生産者リスク
ＰＲを小さくすることができ、良品率が向上する。
【００７８】
初期の検査規格で算出された消費者リスクＣＲが０．００８ｐｐｍとなり、所定の消費
者リスクの２ｐｐｍ以下より、かなり小さな値となっている場合、図６に示すフローチャ
ートに従って、演算処理部２のＣＰＵ２１は、消費者リスクＣＲが所定の消費者リスクで
ある２ｐｐｍにできるだけ近づくように検査規格を算出する。算出された検査規格は、上
限値が１．５１２５５ｐＦ、下限値が１．４８７４５ｐＦとなり、算出される消費者リス
クＣＲは１．９８ｐｐｍとなるので、生産者リスクＰＲを２２．２８％と小さくすること

20

ができ、良品率が６１．９９％に向上する。
【００７９】
以上のように、本実施の形態１に係る製品検査装置では、上述した処理を行うことで消
費者リスクＣＲに基づき検査規格の上限値及び下限値を変更することができるので、検査
規格を、製品ロット１１の消費者リスクＣＲが、製品１０の特性値を検査して製品１０を
出荷する場合に定める所定の消費者リスク以下となるように設定できる。また、本実施の
形態１に係る製品検査装置では、製品ロット１１の消費者リスクＣＲが、常に所定の消費
者リスク以下となるように管理することができる。
【００８０】
なお、上述した実施の形態１は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することができ

30

ることは言うまでもない。例えば、消費者リスクのみに基づいて検査規格の上限値及び下
限値を変更する場合に限定されるものではなく、生産者リスクのみ、又は消費者リスク及
び生産者リスクの双方に基づいて検査規格の上限値及び下限値を変更しても良い。
【００８１】
（実施の形態２）
本実施の形態２に係る製品検査装置では、算出した消費者リスクＣＲに基づいて製品ロ
ット１１が良ロットであるか否かを判定する。なお、本実施の形態２に係る製品検査装置
の構成例を示すブロック図は、実施の形態１の図１に示した構成例を示すブロック図と同
じであるため、詳細な説明は省略する。
【００８２】
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本実施の形態２に係る製品検査装置の動作について説明する。図７は、本発明の実施の
形態２に係る製品検査装置の機能ブロック図である。測定部１は、製品１０の所定の特性
を示す特性値を測定する。一つの単位とする製品ロット１１は、所定数の製品１０を含ん
で構成されている。
【００８３】
みなし標準偏差算出部３は、製品ロット１１に含まれる全ての製品１０を測定した特性
値のバラツキの標準偏差をみなし標準偏差として算出する。なお、みなし標準偏差算出部
３は、みなし標準偏差を算出するとともに、測定した製品１０の特性値の平均値も算出す
ることができる。
【００８４】
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測定値標準偏差算出部４は、製品ロット１１を測定する前に、測定部１自体の測定結果
のバラツキを示す測定値バラツキの標準偏差を測定値標準偏差として予め算出する。測定
値バラツキの標準偏差を算出する方法としては、例えば、不確かさを評価する手法、測定
システム解析ＭＳＡの手法等を用いる。
【００８５】
なお、みなし標準偏差算出部３で算出したみなし標準偏差ＴＶは、製品自体の特性値の
バラツキの標準偏差である製品標準偏差ＰＶ、及び測定値標準偏差算出部４で算出した測
定値標準偏差ＧＲＲにより上述の（数１）として表わすことができる。
【００８６】
判定部５は、測定部１において測定した特性値が、検査規格で規定した上限値以下、下
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限値以上の範囲に含まれるか否かで製品ロット１１に含まれる全ての製品１０が良品であ
るか否かを判定する。
【００８７】
リスク算出部６は、製品規格外の製品が、判定部５で検査規格に基づいて誤って良品で
あると判定される確率である消費者リスクＣＲ、及び製品規格内の製品が、判定部５で検
査規格に基づいて誤って不良品であると判定される確率である生産者リスクＰＲを算出す
る。本実施の形態２に係る製品検査装置でも、製品標準偏差算出部６１及びリスク演算部
６２を利用して、消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する。なお、消費者リス
クＣＲ及び生産者リスクＰＲについては、実施の形態１の図４に示す処理手順にて算出す
る。
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【００８８】
製品ロット判定部７は、リスク算出部６で算出された消費者リスクＣＲが、製品１０を
、製品１０の特性値を検査して出荷する場合に定める所定の消費者リスク以下である場合
、製品ロット１１が良ロットであると判定し、消費者リスクＣＲが、所定の消費者リスク
より大きい場合、製品ロット１１が不良ロットであると判定する。
【００８９】
さらに、判定部５は、製品ロット判定部７で製品ロット１１が不良ロットであると判定
された場合、検査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する全ての製品１０（良品）
を、測定部１で再測定した特性値に基づき、全ての製品１０が良品であるか否かを再判定
する。なお、再判定する製品１０は、検査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する
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全ての製品１０に限定されるものではなく、検査規格の上限値から上限値より測定値標準
偏差ＧＲＲの３倍小さい値までの範囲、及び検査規格の下限値から下限値より測定値標準
偏差ＧＲＲの３倍大きい値までの範囲に属する製品１０であっても良い。具体的に、再判
定する製品１０を、図を用いて説明する。図８は、本発明の実施の形態２に係る製品検査
装置が複数の製品１０の特性値を測定した場合の確率分布を示した模式図である。図８は
、横軸を製品１０の特性値、縦軸を製品１０の個数として、測定した製品１０の特性値の
確率分布を表しており、測定した製品１０の確率分布は、正規分布となっている。図８で
は、検査規格の上限値８１及び下限値８２、製品規格の上限値８３及び下限値８４、上限
値８１より測定値標準偏差ＧＲＲの３倍小さい値８５及び測定値標準偏差ＧＲＲの３倍大
きい値８６、下限値８２より測定値標準偏差ＧＲＲの３倍大きい値８７及び測定値標準偏
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差ＧＲＲの３倍小さい値８８とする。つまり、図８に示すように、再判定する製品１０は
、検査規格の上限値８１から下限値８２までの範囲に属する全ての製品１０であっても良
いし、上限値８１から値８５までの範囲に属する製品及び下限値８２から値８７までの範
囲に属する製品１０、若しくはいずれか一方の範囲に属する製品１０であっても良い。
【００９０】
また、判定部５は、製品ロット判定部７で製品ロット１１が良ロットであると判定され
た場合、検査規格の上限値より大きい範囲及び下限値より小さい範囲に属する製品１０（
不良品）を、測定部１で再測定した特性値に基づき、全ての製品１０が良品であるか否か
を再判定する。なお、再判定する製品１０は、検査規格の上限値より大きい範囲及び下限
値より小さい範囲に属する全ての製品１０に限定されるものではなく、検査規格の上限値
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８１から上限値８１より測定値標準偏差ＧＲＲの３倍大きい値８６までの範囲に属する製
品及び下限値８２から下限値８２より測定値標準偏差ＧＲＲの３倍小さい値８８までの範
囲に属する製品１０、又はいずれかの範囲に属する製品、検査規格の上限値から製品規格
の上限値までの範囲に属する製品１０及び検査規格の下限値から製品規格の下限値までの
範囲に属する製品１０、又はいずれかの範囲に属する製品１０であっても良い。つまり、
図８に示すように、再判定する製品１０は、検査規格の上限値８１より大きい範囲に属す
る製品１０及び下限値８２より小さい範囲に属する製品１０、又はいずれかの範囲に属す
る製品１０であっても良いし、上限値８１から上限値８３までの範囲に属する製品１０及
び下限値８２から下限値８４までの範囲に属する製品１０、又はいずれかの範囲に属する
製品１０であっても良いし、上限値８１から値８６までの範囲に属する製品１０及び下限
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値８２から値８８までの範囲に属する製品１０、又はいずれかの範囲の属する製品１０で
あっても良い。
【００９１】
具体的に、実施の形態２に係る製品検査装置において、判定部５及び製品ロット判定部
７が消費者リスクＣＲに基づいて製品ロット１１が良ロットであるか否かを判定し、製品
１０を再判定する処理手順について、フローチャートを用いて説明する。図９は、本発明
の実施の形態２に係る製品検査装置の判定部５及び製品ロット判定部７が、消費者リスク
ＣＲに基づいて製品ロット１１が良ロットであるか否かを判定し、製品１０を再判定する
処理手順を示すフローチャートである。
【００９２】
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演算処理部２のＣＰＵ２１は、測定した特性値の平均値、みなし標準偏差ＴＶ、測定値
標準偏差ＧＲＲ、製品規格、検査規格に基づき、実施の形態１の図４に示した処理を用い
て製品ロット１１の消費者リスクＣＲ及び生産者リスクＰＲを算出する（ステップＳ９０
１）。
【００９３】
ＣＰＵ２１は、ステップＳ９０１で算出した消費者リスクＣＲが、製品１０を、製品１
０の特性値を検査して出荷する場合に定める所定の消費者リスクより大きいか否かを判断
する（ステップＳ９０２）。ＣＰＵ２１が、算出した消費者リスクＣＲが、所定の消費者
リスクより大きいと判断した場合（ステップＳ９０２：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、製品ロ
ット１１を不良ロットであると判定し（ステップＳ９０３）、検査規格の上限値以下、下
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限値以上の範囲に属する全ての製品１０の特性値を再測定するよう測定部１へ指示信号を
送信する（ステップＳ９０４）。指示信号を受信した測定部１は、検査規格の上限値以下
、下限値以上の範囲に属する全ての製品１０の特性値を再測定する。ＣＰＵ２１は、再測
定した製品１０の特性値を取得し（ステップＳ９０５）、取得した特性値に基づいて、検
査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する全ての製品１０が良品であるか否かを再
判定する（ステップＳ９０６）。ＣＰＵ２１が、算出した消費者リスクＣＲが、所定の消
費者リスク以下であると判断した場合（ステップＳ９０２：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、製品
ロット１１を良ロットであると判定し（ステップＳ９０７）、検査規格の上限値より大き
い範囲及び下限値より小さい範囲に属する全ての製品１０の特性値を再測定するよう測定
部１へ指示信号を送信する（ステップＳ９０８）。指示信号を受信した測定部１は、検査
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規格の上限値より大きい範囲及び下限値より小さい範囲に属する全ての製品１０の特性値
を再測定する。ＣＰＵ２１は、再測定した製品１０の特性値を取得し（ステップＳ９０９
）、取得した特性値に基づいて、検査規格の上限値より大きい範囲及び下限値より小さい
範囲に属する全ての製品１０が良品であるか否かを再判定する（ステップＳ９１０）。
【００９４】
例えば、コンデンサ容量が１．０ｐＦのコンデンサを製品１０とする製品ロット１１を
一度判定部５で判定して、リスク算出部６で消費者リスクＣＲを算出する場合、製品規格
の上限値を１．０２ｐＦ、下限値を０．９８ｐＦ、検査規格の上限値を１．０１ｐＦ、下
限値を０．９９ｐＦ、測定値標準偏差ＧＲＲを０．００４ｐＦとすると、特性値の平均値
は１．００６７ｐＦ、製品標準偏差ＰＶは０．０２０９ｐＦ、消費者リスクＣＲは１８２
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．２７ｐｐｍ、良品率は３４．５２％と算出される。
【００９５】
同じ製品ロット１１に対して、検査規格の上限値を１．００９１２ｐＦ、下限値を０．
９９０８８ｐＦと条件を厳しくすると消費者リスクＣＲは１８２．２７ｐｐｍより小さく
なる。製品１０を、製品１０の特性値を検査して出荷する場合に定める所定の消費者リス
クを１８２．２７ｐｐｍ以下とした場合、本実施の形態２に係る製品検査装置は、製品ロ
ット１１を良ロットと判定し、検査規格の上限値より大きい範囲及び下限値より小さい範
囲に属する全ての製品１０の特性値を再測定し、同じ検査規格に基づいて再判定する。１
回目の判定で良品と判定された製品１０の消費者リスクＣＲと、２回目の判定で良品と判
定された製品１０の消費者リスクＣＲとの合計は１８０．８２ｐｐｍとなり、所定の消費

10

者リスク以下となる。また、検査規格外と判定された製品規格内の製品１０の特性値を再
測定することで、生産者リスクＰＲを小さくすることができ、良品率が３９．０７％に向
上する。
【００９６】
また、同じ製品ロット１１に対して、検査規格の上限値を１．０１４６１ｐＦ、下限値
を０．９８５３９ｐＦと条件を緩くすると消費者リスクＣＲは１８２．２７ｐｐｍより大
きくなる。製品１０を、製品１０の特性値を検査して出荷する場合に定める所定の消費者
リスクを１８２．２７ｐｐｍ以下とした場合、本実施の形態２に係る製品検査装置は、製
品ロット１１を不良ロットと判定し、検査規格の上限値以下、下限値以上の範囲に属する
全ての製品１０の特性値を再測定し、同じ検査規格に基づいて再判定する。１回目の判定
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で良品と判定された製品１０の消費者リスクＣＲは３６７８ｐｐｍであったが、検査規格
内と判定された製品規格外の製品１０の特性値を再測定することで、２回目の判定で良品
と判定された製品１０の消費者リスクＣＲは１８０．８７ｐｐｍとなり、所定の消費者リ
スク以下となる。また、検査規格の条件が緩くなっているため、２回目の判定後の良品率
は４２．１２％と向上する。
【００９７】
なお、同じ製品ロット１１に対して、検査規格の上限値を１．００９５７ｐＦ、下限値
を０．９９０４３ｐＦと条件をさらに厳しくして、検査規格の上限値から製品規格の上限
値までの範囲、及び検査規格の下限値から製品規格の下限値までの範囲に属する全ての製
品１０の特性値を再測定し、同じ検査規格に基づいて再判定しても、１回目の判定で良品
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と判定された製品１０の消費者リスクＣＲと、２回目の判定で良品と判定された製品１０
の消費者リスクＣＲとの合計は１８１．１０ｐｐｍとなり、良品率は４０．２８％と向上
する。上述の処理を行うことで、再判定する製品１０の個数を、検査規格の上限値より大
きい範囲及び下限値より小さい範囲に属する全ての製品１０を対象とする場合に比べて少
なくすることができるとともに、良品率を１．２１％向上させることができる。
【００９８】
また、同じ製品ロット１１に対して、検査規格の上限値を１．０１４６１ｐＦ、下限値
を０．９８５３９ｐＦと条件を緩くして、検査規格の上限値より測定値標準偏差ＧＲＲの
３倍小さい範囲、及び検査規格の下限値より測定値標準偏差ＧＲＲの３倍大きい範囲に属
する全ての製品１０の特性値を再測定し、同じ検査規格に基づいて再判定しても、２回目
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の判定で良品と判定された製品１０の消費者リスクＣＲは１８１．００ｐｐｍとなり、良
品率は４２．２３％と向上する。上述の処理を行うことで、再判定する製品１０の個数を
、上限値以下、下限値以上の範囲に属する全ての製品１０を対象とする場合に比べて１／
８程度と非常に少なくすることができるとともに、良品率を０．１１％向上させることが
できる。
【００９９】
以上のように、本実施の形態２に係る製品検査装置では、上述した処理を行うことで製
品ロット１１が良ロットであるか否かを判定することができ、所定の消費者リスクより、
製品ロット１１の消費者リスクＣＲが大きい場合に、不良ロットと判定された製品ロット
１１の出荷を防止することができる。また、本実施の形態２に係る製品検査装置では、さ
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らに製品１０を再判定するので、所定の消費者リスクよりも製品ロット１１の消費者リス
クＣＲを小さくすることができるとともに、良品率を向上させることができる。
【０１００】
なお、上述した実施の形態２は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することができ
ることは言うまでもない。例えば、消費者リスクのみに基づいて製品ロット１１が良ロッ
トであるか否かを判定する場合に限定されるものではなく、生産者リスクのみ、又は消費
者リスク及び生産者リスクの双方に基づいて製品ロット１１が良ロットであるか否かを判
定しても良い。
【０１０１】
（実施の形態３）
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本発明の実施の形態３に係る製品検査装置では、測定値標準偏差ＧＲＲを製品１０の特
性値を測定する前に、不確かさを評価する手法、測定システム解析ＭＳＡの手法等を用い
て予め算出しておくのではなく、製品ロット１１に含まれる一部又は全部の製品１０の特
性値を測定した結果に基づき算出する。なお、本実施の形態３に係る製品検査装置の構成
例を示すブロック図は、実施の形態１の図１に示した構成例を示すブロック図と同じであ
るため、詳細な説明は省略する。
【０１０２】
本実施の形態３に係る製品検査装置の動作について説明する。図１０は、本発明の実施
の形態３に係る製品検査装置の機能ブロック図である。図１０に示す製品検査装置の機能
ブロック図は、測定値標準偏差算出部４の構成以外、実施の形態２の図７で示した製品検
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査装置の機能ブロック図と同じであるため、同じ構成要素に、同じ符号を付して詳細な説
明を省略する。
【０１０３】
測定値標準偏差算出部４は、分類部４１、再分類部４２、推定個数算出部４３、標準偏
差算出部４４を備えている。
【０１０４】
分類部４１は、測定部１において測定した特性値に基づいて、検査規格に応じて製品１
０を良品と不良品とに分類する。分類部４１は、検査規格の上限値以下、下限値以上の範
囲に属する製品１０を良品、検査規格の下限値よりも小さい範囲、及び検査規格の上限値
よりも大きい範囲に属する製品１０を不良品として分類する。なお、分類部４１は、判定
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部５で製品１０が良品であるか否かを判定した結果を利用して製品１０を分類しても良い
。
【０１０５】
再分類部４２は、分類部４１で良品又は不良品に分類された製品１０の特性値を測定部
１で再測定し、再測定した特性値に基づき、良品又は不良品と分類された製品１０を分類
部４１と同じ検査規格に応じて良品と不良品とに再分類する。ここで、再分類部４２が、
良品に分類された製品１０を良品と不良品とに再分類する具体例を、図を用いて説明する
。図１１は、本発明の実施の形態３に係る製品検査装置の再分類部４２が良品に分類され
た製品１０を再分類した場合の確率分布を示した模式図である。図１１には、検査規格の
上限値及び下限値が図示されている。図１１では、分類部４１で良品に分類された製品１
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０が、測定部１の測定値バラツキにより不良品に再分類された製品１０と、分類部４１で
良品に分類された製品１０が、良品に再分類された製品１０とが図示されている。
【０１０６】
なお、再分類部４２は、製品ロット判定部７で良ロットであるか否かを判定した後に、
判定部５が、良品又は不良品に分類された製品１０の特性値を測定部１で再測定し、再測
定した特性値に基づいて製品１０が良品であるか否かを再判定した結果を利用しても良い
。
【０１０７】
再分類部４２で再分類した結果、製品１０は、良品と不良品とに再分類される。再分類
部４２により不良品に再分類された製品１０の条件は、次の第１条件及び第２条件の２種
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類の条件となる。第１条件は、製品１０が真に良品であって、分類部４１で良品に分類さ
れ、再分類部４２で不良品に再分類された製品１０である。第２条件は、製品１０が真に
不良品であって、分類部４１で良品に分類され、再分類部４２で不良品に再分類された製
品１０である。
【０１０８】
再分類部４２により製品１０が不良品に再分類されるのは、測定値標準偏差ＧＲＲを有
しているためであり、みなし標準偏差ＴＶは、（数１）のように製品標準偏差ＰＶ及び測
定値標準偏差ＧＲＲで表される。測定値標準偏差ＧＲＲを算出するには、（数１）と、第
１条件及び第２条件を満たす製品１０の個数とを共に満足させる必要がある。
【０１０９】
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第１及び第２条件を満たす製品１０の個数は、消費者リスクＣＲの算出式（数２）と、
生産者リスクＰＲの算出式（数３）とに基づいて推定することができる。
【０１１０】
（数２）及び（数３）を利用して製品標準偏差ＰＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲを算出す
るには、第１条件及び第２条件を満足する（数２）及び（数３）の二重積分式と、（数１
）との連立方程式を解く必要がある。しかし、該連立方程式を数学的に解くことは困難で
ある。
【０１１１】
そこで、本実施の形態３に係る製品検査装置では、図１０に示す推定個数算出部４３及
び標準偏差算出部４４を利用して、（数１）と、第１条件及び第２条件を満たす製品１０

20

の個数とを共に満足させる製品標準偏差ＰＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲを算出する。ここ
で、推定個数算出部４３は、製品標準偏差ＰＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲを変数とするみ
なし標準偏差ＴＶの確率分布に基づいて、不良品に再分類された製品１０の個数を推定し
、不良品に再分類された製品１０の推定個数として算出する。標準偏差算出部４４は、再
分類部４２で不良品に再分類された製品１０の個数と、不良品に再分類された製品１０の
推定個数とが略一致するようにみなし標準偏差の確率分布の変数を変更し、変更した変数
を製品標準偏差ＰＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲとして算出する。
【０１１２】
具体的に、本実施の形態３に係る製品検査装置において、測定値標準偏差ＧＲＲを算出
する処理手順について、フローチャートを用いて説明する。図１２は、本発明の実施の形
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態３に係る製品検査装置が、測定値標準偏差ＧＲＲを算出する処理手順を示すフローチャ
ートである。
【０１１３】
演算処理部２のＣＰＵ２１は、分類部４１で良品に分類された製品１０を再分類部４２
で再分類し、不良品に再分類された製品１０の個数を計数する（ステップＳ１２０１）。
【０１１４】
ＣＰＵ２１は、測定部１で測定した製品１０の特性値から、みなし標準偏差ＴＶ及び特
性値の平均値を算出する（ステップＳ１２０２）。
【０１１５】
ＣＰＵ２１は、測定値標準偏差ＧＲＲをＧＲＲ１＝０．１ＴＶ（初期値）と設定し、測
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定値標準偏差ＧＲＲの変更幅ＧＲＲ２を、ＧＲＲ２＝（ＴＶ−ＧＲＲ１）／１０＝（ＴＶ
−０．１ＴＶ）／１０＝０．０９ＴＶと設定する（ステップＳ１２０３）。
【０１１６】
ＣＰＵ２１は、算出したみなし標準偏差ＴＶと、設定した測定値標準偏差ＧＲＲ１とに
基づき、製品標準偏差ＰＶを設定し（ステップＳ１２０４）、設定した製品標準偏差ＰＶ
の確率分布から、良品に分類された製品１０の個数を推定する（ステップＳ１２０５）。
ステップＳ１２０５の処理手順は、図４に示した処理手順の一部を用いて良品に分類され
た製品１０の個数を推定する。ただし、検査規格と製品規格とが同一条件に規定してある
として図４に示した処理手順を適用する。
【０１１７】
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ＣＰＵ２１は、良品に分類された製品１０の確率分布をさらに複数の区間に分け、各区
間の確率分布が測定値標準偏差ＧＲＲ１の確率分布に従うと仮定して、再分類部４２で不
良品に再分類された製品１０の個数を推定し、不良品に再分類された製品１０の推定個数
として算出する（ステップＳ１２０６）。ステップＳ１２０６の処理手順も、図４に示し
た処理手順の一部を用いて不良品に再分類された製品１０の個数を推定する。
【０１１８】
ＣＰＵ２１は、推定個数が、ステップＳ１２０１で計数した、不良品に再分類された製
品１０の個数より多いか否かを判断する（ステップＳ１２０７）。ＣＰＵ２１が、推定個
数が、ステップＳ１２０１で計数した、不良品に再分類された製品１０の個数以下と判断
した場合（ステップＳ１２０７：ＮＯ）、ＣＰＵ２１は、測定値標準偏差ＧＲＲ１を変更
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幅ＧＲＲ２だけインクリメントし（ステップＳ１２０８）、処理をステップＳ１２０５へ
戻す。具体的に、ステップＳ１２０８では、推定個数が、ステップＳ１２０１で計数した
、不良品に再分類された製品１０の個数より多くなるまで、測定値標準偏差ＧＲＲ１を０
．１ＴＶ＋０．０９ＴＶ、０．１ＴＶ＋０．０９ＴＶ＋０．０９ＴＶ、・・・と変更幅Ｇ
ＲＲ２（０．０９ＴＶ）ずつインクリメントする。
【０１１９】
ＣＰＵ２１が、推定個数が、ステップＳ１２０１で計数した、不良品に再分類された製
品１０の個数より多いと判断した場合（ステップＳ１２０７：ＹＥＳ）、ＣＰＵ２１は、
測定値標準偏差ＧＲＲ１が初期値（０．１ＴＶ）であるか否か判断する（ステップＳ１２
０９）。
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【０１２０】
ＣＰＵ２１が、測定値標準偏差ＧＲＲ１が初期値（０．１ＴＶ）であると判断した場合
（ステップＳ１２０９：ＹＥＳ）、測定値標準偏差ＧＲＲがＧＲＲ１より小さくなるので
、ＣＰＵ２１は、測定値標準偏差ＧＲＲ１を２分の１（ＧＲＲ１＝０．０５ＴＶ）と設定
し、変更幅ＧＲＲ２も２分の１（０．０４５ＴＶ）に設定して（ステップＳ１２１０）、
処理をステップＳ１２０５に戻す。
【０１２１】
ＣＰＵ２１が、測定値標準偏差ＧＲＲ１が初期値（０．１ＴＶ）でないと判断した場合
（ステップＳ１２０９：ＮＯ）、測定値標準偏差ＧＲＲ１の精度を上げるために、ＣＰＵ
２１は、測定値標準偏差ＧＲＲ１を変更幅ＧＲＲ２だけデクリメントする（ステップＳ１
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２１１）。
【０１２２】
ＣＰＵ２１は、ステップＳ１２１１の処理を行った回数を計数し（ステップＳ１２１２
）、計数した処理回数が５回以下であるか否かを判断する（ステップＳ１２１３）。ＣＰ
Ｕ２１が、計数した処理回数が５回以下であると判断した場合（ステップＳ１２１３：Ｙ
ＥＳ）、測定値標準偏差ＧＲＲ１の精度がまだ不十分であると判断して、ＣＰＵ２１は、
変更幅ＧＲＲ２を４分の１に設定して（ステップＳ１２１４）、処理をステップＳ１２０
５に戻す。ＣＰＵ２１が、計数した処理回数が５回より多いと判断した場合（ステップＳ
１２１３：ＮＯ）、測定値標準偏差ＧＲＲ１の精度が十分であると判断して、ＣＰＵ２１
は、ステップＳ１２１１の処理後の測定値標準偏差ＧＲＲ１を変更幅ＧＲＲ２の２分の１

40

だけ大きくした値を測定値標準偏差ＧＲＲとして算出する（ステップＳ１２１５）。
【０１２３】
なお、図１２に示すフローチャートのステップＳ１２０６では、良品に分類された製品
１０の確率分布から、再分類部４２で不良品に再分類された製品１０の個数を推定し、不
良品に再分類された製品１０の推定個数として算出する場合に限定されるものではなく、
不良品に分類された製品１０の確率分布から、再分類部４２で不良品に再分類された製品
１０の個数を推定し、不良品に再分類された製品１０の推定個数として算出しても良い。
【０１２４】
例えば、コンデンサ容量が１．５ｐＦのコンデンサを製品１０とした場合、上限値を１
．５１５ｐＦ、下限値を１．４８５ｐＦとした検査規格に応じて分類部４１で２０万個の
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製品１０からなる製品ロット１１から１００００個の製品１０をサンプリングして、良品
と不良品とに分類すると、良品に分類された製品１０は７０５６個、上限値より大きい不
良品に分類された製品１０は１４２３個、下限値より小さい不良品に分類された製品１０
は１５２１個となる。同じ検査規格に応じて良品に分類された７０５６個の製品１０を再
分類部４２で再分類すると、良品に再分類された製品１０は６８４１個、上限値より大き
い不良品に再分類された製品１０は１１０個、下限値より小さい不良品に再分類された製
品１０は１０５個となる。図１２に示す処理手順を用いて、測定値標準偏差ＧＲＲを算出
すると、ＧＲＲ＝０．００１１８ｐＦと算出できる。
【０１２５】
さらに、製品規格の上限値を１．５２ｐＦ、下限値を１．４８ｐＦとしたとき、算出し
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た測定値標準偏差ＧＲＲ等を用いて、本実施の形態１の図４で説明した処理により消費者
リスクＣＲを算出すると、０．０６ｐｐｍと算出される。製品１０を、製品１０の特性値
を検査して出荷する場合に定める所定の消費者リスクが１２ｐｐｍ以下と設定されている
場合、製品ロット１１は良ロットとして出荷が可能である。しかしながら、消費者リスク
ＣＲが０．０６ｐｐｍと、所定の消費者リスクの１２ｐｐｍ以下ではあるが、かなり小さ
な値となる。そこで、算出する消費者リスクＣＲが所定の消費者リスクに近づくよう検査
規格を変更することで、製品ロット１１の良品率を向上させることができる。消費者リス
クＣＲが１０ｐｐｍになるように検査規格の上限値を１．５１６５ｐＦ、下限値を１．４
８３５ｐＦに変更すると、良品率が７０．５７％から７５．１４％に向上する。
【０１２６】
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次に、異なる製品ロット１１を製品検査装置で検査した場合について述べる。製品ロッ
ト１１がコンデンサ容量１．５ｐＦのコンデンサを製品１０とした場合、上限値を１．５
１５ｐＦ、下限値を１．４８５ｐＦとした検査規格に応じて分類部４１で２０万個の製品
１０を全て分類すると、良品に分類された製品１０は１４２３０６個（良品率７１．１５
％）、上限値より大きい不良品に分類された製品１０は３１３４９個、下限値より小さい
不良品に分類された製品１０は２６３４５個となる。同じ検査規格に応じて不良品に分類
された５７６９４個（３１３４９個＋２６３４５個）の製品１０を再分類部４２で再分類
すると、良品に再分類された製品１０は５７０１個、上限値より大きい不良品に再分類さ
れた製品１０は２８３３１個、下限値より小さい不良品に再分類された製品１０は２３６
６２個となる。図１２に示す処理手順を用いて、測定値標準偏差ＧＲＲを算出すると、Ｇ
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ＲＲ＝０．００１５７ｐＦと算出できる。
【０１２７】
さらに、製品規格の上限値を１．５２ｐＦ、下限値を１．４８ｐＦとしたとき、算出し
た測定値標準偏差ＧＲＲ等を用いて、実施の形態１の図４で説明した処理により消費者リ
スクＣＲを算出すると、５．９８ｐｐｍと算出される。製品１０を、製品１０の特性値を
検査して出荷する場合に定める所定の消費者リスクが１２ｐｐｍ以下と設定されている場
合、製品ロット１１は良ロットとして出荷が可能である。また、良品に分類された１４２
３０６個の製品１０の消費者リスクＣＲと、不良品に分類された５７６９４個の製品１０
を再分類して、良品に再分類された５７０１個の製品１０の消費者リスクＣＲとはともに
同程度である。そのため、良品に分類された１４２３０６個の製品１０と、良品に再分類
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された５７０１個の製品１０とをあわせて良品であるとして出荷した場合、消費者リスク
ＣＲは１１．９５ｐｐｍ、良品率は７４．００％となる。
【０１２８】
以上のように、本実施の形態３に係る製品検査装置では、上述した処理を行うことで測
定値標準偏差ＧＲＲを算出することができるので、製品１０の特性値を測定する前に、不
確かさを評価する手法、測定システム解析ＭＳＡの手法等を用いて予め測定値標準偏差Ｇ
ＲＲを算出しておく必要がない。また、本実施の形態３で算出した測定値標準偏差ＧＲＲ
は、測定システム解析ＭＳＡの手法を用いて算出した測定値標準偏差に比べて多くの製品
１０の特性値を測定して、測定した多くの特性値に基づいて算出されるため、測定システ
ム解析ＭＳＡの手法で算出した測定値標準偏差ＧＲＲに比べて精度が高くなる。また、本
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実施の形態３に係る製品検査装置では、実施の形態２のように判定部５で製品１０が良品
であるか否かを再判定する場合、判定部５で再判定した結果を利用できるため、特に測定
値標準偏差ＧＲＲを算出するためだけに製品１０の特性値を測定することは不要である。
【０１２９】
なお、上述した実施の形態３は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で変更することができ
ることは言うまでもない。例えば、製品標準偏差ＰＶの各区間の確率分布が、測定値標準
偏差ＧＲＲの確率分布に従うと仮定して、不良品に再分類された製品１０の個数を推定し
て再分類された製品１０の推定個数として算出する場合に限定されるものではなく、製品
標準偏差ＰＶ及び測定値標準偏差ＧＲＲを変数とするみなし標準偏差ＴＶの確率分布に基
づく製品１０の特性値をモンテカルロ法により生成して、不良品に再分類された製品１０
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の個数を推定して再分類された製品１０の推定個数として算出しても良い。
【符号の説明】
【０１３０】
１

測定部

２

演算処理部

３

みなし標準偏差算出部

４

測定値標準偏差算出部

５

判定部

６

リスク算出部

７

製品ロット判定部

１０

製品

１１

製品ロット

２１

ＣＰＵ

２２

メモリ

２３

記憶装置

２４

Ｉ／Ｏインタフェース

２５

ビデオインタフェース

２６

可搬型ディスクドライブ

２７

測定インタフェース

２８

内部バス

４１

分類部

４２

再分類部

４３

推定個数算出部

４４

標準偏差算出部

６１

製品標準偏差算出部

６２

リスク演算部

９０

可搬型記録媒体

２３０

コンピュータプログラム

２４１

キーボード

２４２

マウス

２５１

表示装置
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