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    は じ め に 

 私は、現役時代の仕事柄、商品の出来不出来がその後のお客さんにどのように影響する

のかとか、お客さんから怒鳴られるなど、現場で対応に苦慮している保守担当者の姿を直接

的に長年見聞きしてきました。そして、根本的には、良い商品作りがお客さんのみならず、そ

の商品を取り巻く全ての人がハッピーになるということが容易に想像できるようになりました。 

 

 それを実現させるためには、そもそも商品が出来上がってからでは、遅すぎると言うこと。こ

の当たり前のことを伝える書物が、私の知る限り国内の著書には見当たらないと言うことです。 

 

 更に、商品が世間に出た後の視点から遡るように、商品作りを一つのプロジェクト的な観点

でまとめようとしている書物に出会ったこともありませんでした。 

 

 『保守性』という言葉は、馴染みのない言葉だと思いますが、この言葉の理解こそが、商品

が世間に出た後の面倒見の良さ悪さを示すものであると共に、長年使いきれるものであるか、

すなわち、循環型の社会を促す物づくりを志向した商品であるかが、これからの時代のキー

となると信じているからです。 

『もったいないと思いつつ捨てざる終えない商品は、いずれは売れなくなる商品である。』と

思っています。また、そのような商品には手を出さない賢いユーザが多くなってくるのではな

いかと期待しているからです。見栄えよりも使われ方を意識して、なおかつ、故障したときの

復旧の容易さと、品質を維持できる商品こそが商品選びの常識であると思える時代、そういう

ものを、黙々と志向する製作者が賛美される時代が来ることを願っているのです。 

 

 私は正式な翻訳家ではありません。長年、フィールドサービスに席を置いてきた経験からの

私なりの『言葉』を、著者の意に沿うように選び時には、原文には記述されていない言葉を加

えて記述しました。 従って、その結果として原文とは違った解釈を行っている可能性がありま

す。また、私の知識不足や語学力の至らなさなどから、日本語表現になっていないなどの点

も数多くあると思います。 

 以上の点をご承知の上でお読みいただければ幸いです。また、使用する言葉はできうる限

り一般な言葉を使うように心がけました。 

 

 本意訳内容の一切の記述は、私、田坂 博に帰属します。本書の内容の転載、他の一切の行為

はご遠慮願います。なお、著者から翻訳行為と有識者や業界の方々など本書をご希望される方へ

提供することに対して、私がその権利を有することを了解されております。 
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                CHAPTER 1 
 

                 Objectives, 

                                  Overview, 

                                  Terms and 

                                  Definitions  

 

 



目 的 

 

 本書の目的を以下に示します。 

 

1.保守性設計の専門家、製品開発・設計技術者、保守管理者、サービス技術者、 財務 

管理者、事業企画の方々、市場開発担当者、技術サポート担当者、保守性と保守につ

いての訓練管理者の方々への指針材料として。 

2.保守性と保守の統合を目指して、一連の商品市場投入過程の初期段階や商品開発の最

初の段階で、これら要素を検討し具体化することが、成功するか否かを決定するとい

うことを認識していただくこと。 

3.商品の信頼性、保守性、稼動性及び品質に関して、関連する言葉の理解、手段と技術、

そして管理手法を理解し具体的な改善を目指すこと。 

4.次の諸事項についての改善に役立つこと。生産、技術、オートメーション設備、財務

事情から見た分散化、情報処理システム、電子工学的手法による保守作業、ライフサ

イクル経済分析、ソフトウェアに関する事項それに、保守に根ざした信頼性について。 

5.政府機構、軍、及び航空事業関連からの要求事項に加え、営利を目的とする競合世界

に身をおいている企業、商業と製造業に力点をおいた。 

6.予測的な数値を基本とした議論に加え、保守性と保守の経済的基盤を構築できること。 

7.常に結果から判断されるお客の視点と、受けて立つ損益分岐点により判断する企業側

からの保守性考慮について示すこと。 

8.保守に携わる人たちが何故そのような行動をするのか、また、どのようにオペレータ

や保守サービス担当者に対して、ハードウェアとソフトウェアを適時提供すればよい

かを説明。 

9.教育受講者の時間や場所に適合した教育テキストを供給する。このテキストは、受講

済みの講師のテキストとしても使える。また、システムエンジニアリングや保守性設

計といった大学卒業レベルの教育にも有効。 

10.チェックリスト、数式、表及び、具体例の参考資料を示している。 

11.具体的応用や図やイラスト及び、具体的事例は、受講者の理解をより簡易にするこ

とでやる気にさせることができる。 

12.設問を記述したことにより、受講者と講師が理解度の状況を判断し、適時にフィー

ドバックすることができる。 

 

 

 

 



概 要 

 

 保守性と保守は、大昔、石器時代に、人々が壊れた槍を前にして、簡単に交換するこ

とができる鋭利な石を選択した時から始まっているのでしょう。身近な６０年間をみて

も、例え科学的な手段を採用したとしても、保守は相変わらず労働集約的で失敗と試行

を繰り返しています。第二次大戦による航空機技術の進歩がこの領域を成長させてきま

した。本書の目的のひとつは、これらの成長過程を示すことです。保守性と保守を改善

しようと試みた先輩諸氏は、数多くの問題と改善の余地を課題として未だ残しておりま

す。サービス性能(サービサビリティ)とサポート性能(サポータビリティ)及び保守性と

保守の追及は、両者共私たちの目的とするところです。 

 保守性と保守は、信頼性や稼動性と切っても切れない仲です。信頼性とは、その商品

が必要な期間故障せずに満足に仕事をしてくれることであり、新しいデジタル技術や光

学技術や新しい材料または、それらの組み合わせ技術から改善が図られてきました。こ

こで、強調したいことは、常に携わった人々が顧客の要望に応えようと情熱を傾けてき

たからこそと成し得たということです。 

特に自動車を例に挙げますと、自動車は私たちにとって大変便利なものであり数年前に

比べて関係するコストは低減されています。また、コンピュータ関連の故障は、年を経

るごとに減ってきています。しかし、未だに保守は必要とさています。 

 故障せず消耗もしない商品は、未だ実現されていません。いつの日にか、その時が訪

れるかもしれませんが、当分の間、私たちは切れた電球を自分で交換しますし、パンク

したタイヤも直さなければなりません。ジェットエンジンもオーバーホールします。コ

ンピュータも故障したら部品を交換しなければなりません。 

 稼動性とは、その商品が必要なときに適切に動作しつづけ、信頼性と保守性そして保

守とのバランスの取れた状態で、有効に稼動するシステムを顧客に提供することです。 

 保守性(サービス性能とかサポート性能として知られています)とは、該当する商品を

保守することができるように設計と製造することへの配慮です。 

 保守とは、その商品が適切に仕事をするように、部品を交換したり、入れ替えたりす

ることの一連の行為です。本書の狙いは、商品を設計している人たちに、如何に保守性

(サービス性能)が大切なものであるかの『気づき』を持ってもらうことであり、その為

の良き『訓練が必要』であると認識してもらうことです。実際の保守活動に触れること

は、保守性の良し悪しの基本を知るには良い方法です。商品設計を行っている皆さんは、

顧客の第一線で働くオペレータや保守員と現場で共に時間を過ごすべきです。数日間、

詳細に渡り彼らの様子を観察し彼らと議論することにより、商品を改善するとともにコ

ストを低減し更には、お客様を満足させることができるでしょう。 

 保守は、大きなビジネスです。ガートナーは、ハードウェア保守と関連サポートによ



り年率５．３６％の伸びを示し、年間１,２００億ドル市場になると予測しています。

主要な石油会社の１０社は、合計で１５０億ドルを保守に費やしており、この金額は彼

らが予測していた設備交換費用の平均で４．３％に相当します。ＵＳ銀行は、スペアパ

ーツの費用として、合衆国単一で７,０００億ドルを使っており、ＧＤＰの８％に相当

すると述べています。 

 一度、耐久消費財を設計製造したら、何年間は保守をする必要があります。６ヶ月か

ら３年間やがては市場から消えてゆくと商品の生産サイクルを仮定しますと、その商品

の稼動期間は３年から、病院の殺菌消毒や警報システムに使われるコンピュータの中に

は４０年以上使用されるのもあります。また、一部の航空機にも相当するものもありま

す。それ故、保守性に対する初期投資(投資欠如)は、長年にわたり、その結果が幸運に

恵まれる場合もあれば、困った課題として引きずることになります。もしも、その会社

が商品をサービスすることで益を生むのであれば、良い保守性のデザインは、顧客満足

への投資の見返りとして、高い収益率を維持し、再販売率の向上とサービス体制費の低

減そして長期間利益を確保することができます。数多くの企業において、サービス収益

は、商品の販売収益より格段に高いものと言われています。初期の商品設計の良し悪し

が、保守性を左右します。 

 保守性と保守のコンビネーションは、以前のテキストでは触れていませんでした。こ

のテキストでは、保守性と保守の都合の良い同一機能を持ち顧客の要求される期間に渡

り、満足して使っていただくこととして記述展開しています。 

 大変丈夫という言葉は、その商品寿命が長いため長期間保守しなければならないとい

うことです。国防費の切詰めは、より電子化されたシステムのオペレーティングとサポ

ートコストの上昇に歯止めをかけコスト効率向上についての研究テーマと新しい課題

を投げかけてきます。同じことが生産業者にも波及しています。そして、民間業者と政

府機関両者の関係業者にとってライフサイクルコストへの意識が高まり、少なくもオペ

レーションやサポート並びに付随するコスト低減のため、第一線の品質と保守性維持へ

の投資を検討することになります。 

 保守性と保守管理は、最初に関連する要員、ハードウェア、ソフトウェアおよびサポ

ートシステムから始まります。保守性の機能は、その商品製造に帰属します。保守機能

は、商品の導入、修理、障害修復を意味します。この二つのグループは、たとえ同一の

企業内においても、しばしば連携が乏しいことがあります。設計、製造し自ら商品をサ

ポートする企業は、よい保守性を重要視します。一方、 ハイテクを使った複雑な商品

に限って、自分たちの商品を保守できなくなった企業は、破綻をきたすか、より大きい

企業に吸収されています。もちろん、いくつかの受け皿組織、例えば自動車修理工場、

テレビの修理店や最小限の修理部門は存在していますが、どちらにしても、一度作られ

た商品は、何らかの手立てで保守を要求されることには変わりありません。 

これらの販売店は、製造部門への商品の持ち込み修理以上のことはできませんし、その



結果不満が徐々に溜まり、次期の商品へと変わってしまいます。 

 この二つの保守性と保守は、経済性と一種の感動を生みます。主な利点は、保守性の

改善による経済効果です。収集したデータは 50:1 を物語っています。すなわち、保守

性改善に 1ドルを費やせば、５０ドルの恩恵を受けます。保守性と保守の貢献評価を行

う方法があるということを、本書では数式を使って示しています。 

 その他の主要課題は、経営トップ、プログラムマネージャー、設計技術者たちが保守

性の改善のために自ら労力とコストをかけるかどうかです。本書の目的は、保守性改善

への投資の提案であり、そのための情熱を持ってもらうことにあります。怒った顧客や

先輩のマネージャーが良く口にするように、『君たちがやる気が無いのなら、さっさと

出て行ってくれ!』と。 

 歴史的にも、二つの主要な保守コストは、人と物です。人のコストは上昇しています。

このことは、人が出動する周期、時間、スキルレベルを低減し労務費を削減することで

す。また部品のコストも上昇します。特別の場合は、コスト低減が図れるかもしれませ

んが、ひとつの部品にいくつかの部品が凝縮しているような場合は、自ずとその部品が

高価になり修理費としての部品交換費用も膨らみます。三番目は、商品開発とコンピュ

ータのソフトウェアと通信システムを活用したサポートの重要性が増していることで

す。デジタル電子技術と光学技術の進歩により、商品品質と故障率は目に見えて低減さ

れてきています。このことは、数年前まで、一人の保守技術者が受け持っていたコンピ

ュータシステムが１００台であったものの、今では数１,０００台を担当している状況

からも推し量れます。 

 保守サービスの提供には、いくつかの方法があります。ひとつの方法は、オペレータ

やスキルの高くない保守技術者でも簡単に故障切分けができるようなデザインを初め

から施している手法で、短時間に修復することができるようにすることです。もうひと

つの方法は、診断と修理技術を習得させ、大学卒業レベルの専門的な高いスキルを持っ

た保守技術者によるサービス提供です。私たちは、前者の手法を採用します。そして、

家電品の一部のように手離れよく必要により、後方の技術者が対応するような姿を追い

求めます。  

 予防保守や故障保守並びに、信頼性を基本とした総合的な保守は、統括的な品質管理

の維持向上を促します。本書のアイディアを活用して、エンジニアリングの再構築によ

り、読者の方々がダイナミックな成功を収めていただきたいものです。近代的な保守方

式では、たとえ該当のシステムが安定に稼動していてもまた、稼動しているように思え

ても、その故障を事前に予知し対処できることを規範としています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今も、昔も基本は少しも

変わっていませんね。 

ご同輩!! 



用語とその意味      ( カナ文字表記と">>"以下に意訳を示します ) 

 

Access     アクセス  

>>システムの一部への操作介入のこと。 

Acquisition Costs   アクイジッション・コスト 

>>品物やサービスを取得するための費用のこと。 

Advance Exchange   アドバンス・エクスチェンジ 

>>即座に良品の部品に交換すること。そのために部品の供給者から直ちに部品を送り、

サービス技術者が主要部品を速やかに交換すること。 

Alignment    アライメント 

>>調整の範囲内において適正値に設定すること。 

Allocation    アロケーション 

>>ある目的のために人や物を配置すること。 

Availability    アベイラビリティ 

>>ある指定された環境下で、システムや装置が満足且つ効率的に操業できること。この

ことを時間や確率で表現したもの。元もとの稼働率(A)は、単に故障保守時間を考慮し

た単純な見方。実稼働率(Aa)は、予防保守時間を加えたものであり理想的なサポート環

境を想定している場合。更に、業務稼働率(Ao)は、シ 

ステム管理や備品供給のための停止時間を考慮した場合の値。 

Backward Compatibility  バックワード・コンパチビリティ 

>>以前の版数の装置に置き換えられることができる性質をいう。 

Bar Code    バー・コード 

>>略。２０文字の内容を含むコードで価格などの情報を持つことができる。 

Built-In Test Equipment (BITE) ビルト・イン・テスト・イクップメント 

>>装置内に持っている診断・試験機能または装置のこと。 

Calibrate    キャリブレート 

>>装置の設定値を規定値との比較により調整すること。 

Capital    キャピタル 

>>資本のこと。 

Chaining    チェインニング 

>>関連部品の情報連携のこと。 

Change Impact Analysis  チェンジ・インパクト・アナリシス 

>>変更に伴う影響分析のこと。 

Checkout    チェックアウト 

>>システム構成の稼動状況調査のこと。 

 



Compatibility    コンパチビリティ 

>>機能の互換性のこと。 

Concept    コンセプト 

>>アイディアや組織の基本的な概念をいう。 

Condition Monitor   コンディッション・モニター 

>>システムや構成機器の動作監視をいう。異常時の警告システムが背景にある。 

Configuration    コンフィグレーション 

>>システム、構成機器、関連するハードウェアやソフトウェアの物理的や機能的な構成

要素の作込みのこと。 

Configuration Control  コンフィグレーション・コントロール 

>>ドキュメント作りや構成要素の運用管理のこと。 

Consumable    コンシューマブル 

>>システムが稼動する上でのガソリンやオイルに例えられる消耗品の類。 

Corrective Maintenance(CM)  コレクティブ・メンテナンス 

>>故障や不具合の発生による予期しない事態の保守や修理作業。 

Cost Effectiveness   コスト・イフェクティブネス 

>>ライフサイクル・コストにおける価格対効果をいう。 

Critical    クリティカル 

>>商品機能の中の特別に重要な機能やより厳しい稼働状況等をいう。 

Critical Pass Method (CPM)  クリティカル・パス・メソッド 

>>クリティカルパス手法。論理的な計画策定、必要作業のステップや必要とされる時間、

相互関連などを分析する手法のこと。 

Customer    カスタマー 

>>サービスを受益する顧客(個人や組織)のこと。 

Depot     デポ 

>>修理拠点や倉庫拠点のこと。 

Design Review    デザイン・レビュー 

>>チェックリストを元に、その商品の設計が結果として、機能的、製造的にまたサポー

ト性能的に適合できているか否かを検証すること。 

Device Relationship Management (DRM)  

    デバイス・リレーションシップ・マネジメント 

>>装置の構成要素が正しく動作しなかった時に自動修正ができない場合、自動的にサー

ビスコールをするか否かの検証と機能をいう。 

Diagnostics    ダイアグノスティクス  

>>故障発生時、ソフトウェア、論理回路、測定機材および時には部品を使用して、故障

原因を特定し、適切な復旧作業を行うための試験の総称をいう。 



Direct Cost    ダイレクト・コスト 

>>当該商品に関わる直接的なコストで操作とサービスなどに伴う費用のこと。 

Disposal    ディスポーザブル 

>>適正な組織による適切な廃棄行為のこと。 

 

Download    ダウンロード 

>>マスターシステムからソフトウェアの新しいデータを落とし込むこと。 

Downtime    ダウンタイム 

>>当該システムや製品が目的の仕事をせずに機能停止状態にある時間のこと。 

Economic Repair   エコノミック・リペア 

>>対象商品の残存価値よりも安い価格で、故障復旧するために修理すること。 

Emergency Maintenance (EM)  イマージャンシー・メンテナンス 

>>予期しない緊急修理のこと。 

End Article or End Item エンド・アーテイクル /エンド・アイテム 

>>末端部品や消耗部品のこと。たとえばドリルの歯、ハンマー類などのこと。 

Engineering    エンジニアリング 

>>数学や自然科学に対する造詣を、自然界の物質や力を経済的に活用しようと 

 する技術のこと。 

Engineering Change Notice (ECN) or Engineering Change Order (ECO) 

    エンジニアリング・チェンジ・ノーティス 

          または、エンジニアリング・チェンジ・オーダー 

>>仕様書、図面、ドキュメント、ハードウェア、ソフトウェア構成を変更する  

 必要のある設計変更のこと。 

Environment    インバイアロメント 

>>商品やサービスに影響を与える全ての環境要素のこと。物理的な場所、装置周りの操

作環境、人々の動き、温湿度、振動等のこと。 

Equipment    イクイップメント 

>>個人や組織が継続的に使用する設備全般のこと。 

Essentiality    イッセンシャリティ 

>>仕事を完遂する上での重要事項のこと。 

Expendable    イクスペンダブル 

>>再生修理ができない価格の安い消耗的部品のこと。 

Expense    イクスペンス 

>>仕事を行う上で、一定の期間使用される事柄により、かかる経費のこと。 

Exponential Distribution   

    イクスポネンシャル・ディストリビューション 



>>指数関数表記 

Excess     イクセス 

>>過剰なこと。 

Failure    フェイリュアー 

>>基本的動作や適正動作ができない不具合状態のこと。 

Failure Analysis   フェイリュアー・アナリシス 

>>不具合分析。論理的にまた、システム的に不具合の原因を究明すること。 

Failure Modes, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) 

    フェイリュアー・モード、イフェクツ、 

    クリティカル・アナリシス 

>>何が原因で不具合を引き起こすのかを評価、特定する一連の行為のこと。 

Failure Rate    フェイリュアー・レート 

>>当該商品の不具合率をいう。周期、時間、距離、回数、などの単位がある。 

Fault Tolerance   フォルト・トレランス 

>>ソフトウェアやハードウェアの働きにより故障が発生してもバックアップ回路など

で稼動継続できるシステム作りのこと。 

Fault Tree Analysis   フオルト・ツリー・アナリシス 

>>現象を木の最上部に例え、その原因が幹や枝からなっているように、いくつかの考え

られる原因要素から構成されているという論法のこと。 

Feedback    フィードバック 

>>次のフェーズへと移り変わる現フェーズの一部を利用することにより最終フェーズ

に影響を与えることや何かの出力を生むこと。 

Field Change Notice (FCN)  フィールド・チェンジ・ノーティス 

>>保守サービス企業が、フィールドエンジニア仲間で使われる役に立つ保守技術情報類

のこと。仲間のちょっとしたコツや技が集大成されている場合がある。 

Field Change Order (FCO)  フィールド・チェンジ・オーダー 

>>サービス行動を直接指示するようなドキュメント、指示書類。これに付随して、修理

キット、改善、更生、構成確認などを指示・供給すると共に、当該の作業を必要により

次のコールの際に実施する。 

Field Replaceable Unit (FRU) フィールド・リプレイサブル・ユニット 

>>お客の現場で交換する部品のこと。小さなコンポーネント、サブアッセンブリーや、

装置そのものの場合もある。 

Firmware    ファームウェア 

>>消去可能な読み出しメモリー(EPROM)などに書き込まれた、電子部品に内蔵されたソ

フトウェアのこと。 

Fixed Costs    フィクスト・コスツ 



>>事務所の設備材や訓練設備など直接的な活動に寄与しない経費のこと。 

Forecast    フォーキャスト 

>>将来の姿を予測すること。一般的には過去の推移や傾向を元に推定する。 

Form, Fit, Function   フォーム、フィット、ファンクション 

>>効果的な交換作業を行うための留意項目。これらは、適切な装着形態や形状と要求さ

れる機能を満足するための事柄。 

Function    ファンクション 

>>目的を達成するための必要な動作で分離独立した部分のこと。ハードウェア、コンピ

ュータプログラム、要員、設備、プロセスデータ、あるいは要求を満足するためのシス

テムの一連の動作や目的作業の一部を担うものである場合もある。 

Function Levels   ファンクション・レベル 

>>商品の物理的な階層的内部構成を示すこと。小さい部分からより大きな部分へと上位

層が構成され、サブアッセンブリー、アッセンブリー、サブシステムおよびシステムへ

とつながっていく。 

Gantt Chart    ガント・チャート 

>>計画や管理作業を行うための実施項目と時間軸を絵にして、認識するための一手法の

こと。 

General and Administrative (G&A)  

    ジェネラル・アンド・アドミニストレティブ 

>>経費に属し、通常直接労務費や機材費かかるコストで支援費や管理費を含ん 

 でいる経費のこと。 

General Support Equipment (GSE) 

    ジェネラル・サポート・イクイップメント 

>>一般的な支援装置で、単一の機能や単一の装置ではないもののこと。支援 

 装置の項目を参照のこと。 

Green     グリーン 

>>グリーン製品。エコロジー志向製品のこと。 

Hardware    ハードゥエア 

>>物理的な装置で、機能や機構が独立している。一般的に、コンピュータのプログラム

である『ソフトウェア』と対比される。 

HAZMAT     

>>環境を破壊する物質のこと。 

Hot Swap    ホット・スワップ 

>>活線挿抜のこと。装置が稼働中(電源や信号が生きている)に部材を交換できる機能の

こと。 

Human Engineering   ヒューマン・エンジニアリング 



>>人間の能力と限界についての応用科学。それを商品計画、設計、開発、検査システム

へ応用することと、それらを実現するための環境面の安全性、快適性、適切性等要求に

則した形にするための知恵の積み重ね。 

Human Factors    ヒューマン・ファクター 

>>生物科学と社会科学からみた人間固有の性質のこと。人間工学や人選、訓練、生活支

援、職務能力判断などに活用される。 

Identification   アイディンティフィケーション 

>>対象物の性質を示すための認識指標のこと。指標は名前、部品番号、型式 

(モデル)、図面番号、コード、在庫番号、カタログ番号などがある。アッセンブリの一

部や装置の一部また、システムの一部を識別する目的もある。 

Indirect Costs   インダイレクト・コスツ 

>>間接費。具体的な商品、業務、サービスについて直接的に関与しない経費のこと。 

Industrial Engineering  インダストリアル・エンジニアリング 

>>商品設計、製造、サポートの一連の活動に役立つ統合技術のこと。 

Installation    インストレーション 

>>機器の現場への設置作業やソフトウェアの導入作業等のこと。初期の設置、調整作業、

機能確認作業等を含む。 

Integrated Logistics Support (ILS)  

   インテグレーティド・ロジスティクス・サポート 

>>保守活動に必要なシステムや装置に対する効果的且つ、経済的な継続的諸施策のこと。

これは、ライフサイクル全般の見地から考慮する必要がある。 

Integrated Logistics Support Planning 

 インテグレーティド・ロジスティクス・サポート・プランニング 

>>保守性と保守に含まれる諸活動の保守計画、サポートおよびテストツール、輸送手段

と手間作業、技術情報、諸設備、人員育成並びに管理情報等必要な作業項目における手

立てと計画を詳細に施策検討すること。 

Interchangeability   インターチェンジャビリティ 

>>同一機能構成品との相互互換性をいう。たとえば、版数 Cの部品が以前の版数 Aの部

品に代替できること。 

Interface    インターフェイス 

>>二つまたは、それ以上の該当物との基本的なつながり形態で、性質、システム、機能、

動作、部門および事業目的等。そして、どちらかがもう一方に何らかの影響を与えうる

関係にあること。 

ISO International Organization for Standardization 

インターナショナル・オーガニゼーション・フォー・スタンダディゼイション 

>>品質マネジメントとして９０００シリーズがまた、環境マネジメントとして１４００



０シリーズが策定された。国際標準機構のこと。 

Isolation    アイソレーション 

>>故障きり分けのこと。故障した装置の不良箇所を見つけ出すこと。 

Inventory    インベントリー 

>>ものの数量、重さ、容量、評価価値、および他の指標を実態把握すること。 

Item     アイテム 

>>検討する対象の項目をいう一般用語。本書では、部品、構成部材、アッセンブリーや

サブ・アッセンブリー、機能部分や装置ならびに付属品の類をいう。 

Item of Supply   アイテム・オブ・サプライ 

>>繰り返し供給、在庫、配備、使用されるもので、管理ナンバーや品名で明示されてい

る品物のこと。これは、ひとつのユニットとしていくつかの部品により構成されたり目

的機能別になっている場合もある。 

 

Labor     レイバー 

>>人がなしえる仕事のこと。 

Labor Cost    レイバー・コスト 

>>給与、税金、年金および経費等のこと。 

Lead Time    リード・タイム 

>>ある目的の仕事を行うのに必要となる時間のこと。 

Life Cycle    ライフサイクル 

>>ある品物が生まれてから無くなるまでの、全ての段階や起こることの一つの流れとし

て示すこと。商品の"ゆり篭から墓場まで"を、そのコンセプト作りから、市場から消え

るまでを通観し、その様を見守ること。 

Life-Cycle Management  ライフサイクル・マネジメント 

>>商品のライフサイクルをより効果的、効率的にやり繰りしようとすること。 

Life-Cycle Cost   ライフサイクル・コスト 

>>商品の研究、開発、製造、販売、保守そして廃棄までの総コストのこと。 

Life-Cycle Profits   ライフサイクル・プロフィット 

>>商品のライフサイクルを通して、金額見合いでコスト分を差し引いた、利益のこと。 

Like for Like    ライク・フォー・ライク  

>>『目には目を』のこと。交換するものと同じものを交換することの意味。必 

 ずしも明確に定義しているわけではない。 

Line Replaceable Unit (LRU)  ライン・リプレーサブル・ユニット 

>>第一線での交換部品単位のこと。FRUと同じ定義。 

Logistics    ロジスティクス 

>>保守の対象目的に、持てる各資源をどのように計画し、どのように配備し、そして、



どのように要求に応えてゆくかについて、やり繰りし、技術的に進化させ、更にどのよ

うな技法を駆使いていくか、という芸術と科学の試みのこと。 

Logistics Engineering  ロジスティクス・エンジニアリング 

>>ロジスティクスに対して、商品のライフサイクルを視野にして、保守に関わる人や物

を、科学的知恵をもって行おうとする芸術のこと。 

Logistics Management   ロジスティクス・マネジメント 

>>商品のライフサイクルを眺めつつ、ロジスティクスに対する経済的なそして効果的な

やり繰りを行うための努力のこと。 

Long-Range Planning   ロング・レンジ・マネジメント 

>>長期的な計画のこと。通常は一年を超える３年間なり１０年間に及ぶことあり。対比

して、１年未満の計画は短期的計画という。 

Maintainability (M)   メンテナビリティ 

>>商品のもともとに持っているデザインや導入に際しての性能で、その後の保守作業の

容易性、安全性、経済性を決定付ける後から変更ができない商品の基本的な性質のこと。

保守性は、商品の入れ替え、サービス、予防保守に至るまで様々に影響する。 

Maintainability Engineering  メンテナビリティ・エンジニアリング  

>>装置、システム、プロジェクトおよびそのものの操作方法に渡り科学的な知識を活用

して、より効果的に運用と効率的な保守作業ができるかどうかを研究すること。 

Maintenance    メンテナンス 

>>維持管理する対象物の機能を維持し、保守継続可能な状態を継続する行為。対象物の

テスト、調整、撤去、交換、再設置、故障診断、評価試験、修理、版数アップ作業、オ

ーバーホール、再組み立ておよび再生作業がある。保守作業には、故障保守と予防保守

がある。 

Maintenance Concept   メンテナンス・コンセプト 

>>対象装置の保守の基本的な構想を記述や図を使って示すこと。この構想は、関わる仕

事、技術、ツールおよび要員に関連する。 

Maintenance Engineering  メンテナンス・エンジニアリング 

>>あるプロジェクトの着想段階から実現段階までの間で、保守における構想や基準的要

素および技術的な要求を検討し、その為の開発を行うこと。そして、保守活動の基本的

な要領と技術面と管理面の教育を行うと共に保守計画の見直しと評価を行う。 

 

Maintenance, Repair and Operations (MRO) 

   メンテナンス、リペア、アンド、オペレーションズ 

>>部材、消耗品、保守部品、潤滑剤等の装置を製造するのに必要なもののこと。 

Maintenance Task Analysis  メンテナンス・タスク・アナリシス 

>>保守に関わる必要な全ての仕事を分離独立した部分に分けて、それを無くし 



  たり、統合したり、強化したり、また、協調させたりすること。 

Management    マネジメント 

>>人、お金、品物、時間、そしてスペースを定められた条件と目的のために、 

  より有効的に、効果的に、経済的にやり繰りをすること。これは、目的を成 

  し遂げるための過程であり、計画すること、組織化すること、企画すること、 

  立役者を用意すること、管理することそして評価することを通じて、信頼を 

  勝ち得ることです。 

Material    マテリアル 

>>人と区分するための言葉で、どんな事業、産業、業務でも必要となる人以外 

  のものの総称。 

Maximum Corrective Time (Mmax-c)and Maximum Preventive Time (Mmax-PM) 

マクシマム・コレクティブ・タイム、マクシマム・プリベンティム・タイム 

>>保守に費やされる時間で、一般的には９５％の推定値をいう。 

Mean, Arithmetic   ミーン、アリスマティク 

>>数学上の単純平均値のこと。数量、容量の合計値を項目数で除算した値のこ 

  と。 

Mean Active Maintenance Time (M)  

    ミーン・アクティブ・メンテナンス・タイム 

>>平均故障修理時間と平均予防保守時間の加重平均値のこと。管理時間と部品  

 対応時間は含まない。 

Mean Downtime (MDT)   ミーン・ダウンタイム 

>>システムが稼動しない状態の平均時間で、対応時間、保守の実作業時間、シ 

 ステムの再起動時間および最終動作確認時間を含む。なお、管理時間は含ま 

 ない。 

Mean Time Between Failure (MTBF)  

   ミーン・タイム・ビットウィン・フェイリュアー 

>>システムの停止から停止までの平均間隔時間のこと。 

Mean Time Between Maintenance (MTBM) 

   ミーン・タイム・ビットウィン・メンテナンス 

>>故障保守と予防保守を加えた平均間隔時間のこと。 

Mean Time Between Replacement (MTBR) 

   ミーン・タイム・ビットウィン・リプレイスメント 

>>システムの入れ替え(保守を目的とするものと他の理由を含める)の平均間隔 

  時間のこと。 

Mean Time To Repair (MTTR) 

   ミーン・タイム・ビットウィン・リペア 



>>故障品の平均修復時間のこと。 

Median     メディアン 

>>中央値(中間値)のこと。数量や容量をひとつの線状に表現して、その値よ 

 り少ない値と大きい値が一致する当該点の数量や容量の値のこと。 

Methods Engineering   メソッド・エンジニアリング 

>>効率と費用面から業務のやり方を分析すること。仕事の手順、掛ける時間と費用基準、

作業分析、要求されるスキル内容、改善のための変更内容等を含む。 

Mode     モード 

>>もっとも良く発生するデータ内容のこと。故障タイプもそのうち。 

Models     モデルズ 

>>発生事象、工程、製造等の擬似試験形態と事例の表現のこと。 

Modification    モディフィケーション 

>>構成変更のこと。 

Modularization   モデュラリゼーション 

>>故障箇所の切り分け、撤去および交換のための製品や装置の物理的や機能的な部分へ

の分解のこと。 

Moving Average   ムービング・アベレージ 

>>最近の動向を基礎に平均値を編み出すこと。例えば、最近三ヶ月間の出荷情報の平均

であるとか、最近十ヶ月間に補充した品物などの平均価格等。 

MRO     エム・アール・オー 

>>保守、修理、およびその他業務のことで、一般的に部品とその他部材を示す。 

Normal     ノーマル 

>>標準的な状態のこと。一般的にベル・カーブと称されている。 

Obsolete    アブソルート 

>>古臭くなったもの。もう長くは使わないもので、技術の進歩により必要とな 

 くなる部品や装置のこと。交換や入れ替えが予定されている品物のこと。 

On-Condition Maintenance  オン・コンディション・メンテナンス 

>>故障が温度により発生するか否かの性能評価を行うこと。 

Operating Time   オペレーティング・タイム 

>>オペレータの満足のいく状態で当該装置が稼動できる時間のこと。 

Operations Research (OR)  オペレーションズ・リサーチ 

>>大型システムにおける人的、装置群、設備やお金に関する諸問題に対して、 

 科学的手法により問題解決を行う手法のこと。これはシステムに含まれる科 

 学的なモデルを発展させる方法であり、戦略の施策決定事項がどれほど、機 

 会やリスクに影響するかを評価して、経営層の意思決定と実行を科学的に助 

 けようとするもの。 



Operation Research Techniques オペレーション・リサーチ・テクニック 

>>オペレーション・リサーチに関する数学的プログラミング、インベントリーモデル、

シミュレーション、キューイング・モデル、そしてクリティカル・パス分析等をいう。 

Operating Costs    オペレーティング・コスツ 

>>対象物を使用するための費用。使用停止によりこの費用は発生しないものと 

 する。 

Operating and Support Cost (O&S)  

    オペレーティング・アンド・サポートコスト 

>>対象物を取得した後からの顧客が賄う全ての費用のこと。 

Overhead    オーバーヘッド 

>>当該の商品やオペレーションやサービスに直接的に関わらない間接的費用の 

 こと。 

Overhaul    オーバーホール 

>>新品と同様に機能的にも外観的にも再生・再組立てすること。 

Packaging    パッケージング 

>>緩衝材で梱包すること。輸送上の梱包箱で覆うことは、この範疇には含まない。(パ

ッキングと区別している) 

Packing    パッキング 

>>輸送に伴う荷姿にすること。防水処理など付帯的な作業を含む。 

Parameter    パラメータ 

>>共通機能や特質機能のこと。 

Personnel    パーソナル 

>>従業員のこと。企業に所属する人々の呼称のこと。 

PERT     パート 

>>プログラム・イバリュエイション・レビュー・テクニックの略称で、商品を 

 中心とした仕事の構成を構造的に時間軸と共に表現したり仕事を費用面の 

 つながりで示したもの。 

Pipeline    パイプライン 

>>ものや要員手配と供給ルートのこと。供給元から需要先へのチャネルのこと。 

Plug and Play    プラグ・アンド・プレイ 

>>コンポーネントの撤去や交換時何の調整も必要としないこと。 

Preventive Maintenance (PM)  プリベンティブ・メンテナンス 

>>当該商品を機能的に満足するように維持するための予防的保守のこと。システム点検、

評価および初期的不良を防ぐことを行う。 

Production    プロダクション 

>>認定された企業によって、ものを製造すること。 



Project/Program Management 

    プロジェクト/プログラム・マネジメント 

>>あるプロジェクトやプログラムに対して、全体をやり繰りする組織立てをし 

 たり、管理者を置くことにより当該のプロジェクトやプログラムが成功裏に 

 終わるように、研究、開発、サポートの工程等バランスよく、取りまとめる 

 こと。 

Provisioning    プロビジョニング 

>>保守部品、ツール、および測定器等の決定と選別を行い要求された期間、 

 装置やシステムの保全のために供給できる体制作りする工程のこと。 

Queuing    キューイング 

>>ある活動に対する需要形態のこと。(待ち行列) 

Radio Frequency Identification (RFID) 

   ラジオ・フリューケンス・アイデンティフィケーション 

>>設備のインベントリーなどに際して、小さな送受信アンテナを使った無線による非接

触型の読み取り技術のこと。 

RAM-D     アール・エー・エム・ディー 

>>当該商品が、信頼性、稼動性および保守性/依存性について、問題なく顧客の現場で

効率的に稼動できることを確認すること。この略称。 

Random     ランダム 

>>事前に予測できない時間や事象の変化のこと。 

Reaction Time/Response Time 

    リアクション・タイム/レスポンス・タイム 

>>ある指示や行動の起点となることを受け付けてから行動の準備をするまでの 

 時間のこと。 

Rebuild    リビルド 

>>商品の再組み立てを行うこと。一般的には最新の構成内容とする。 

Recondition/Refurbish  

    リコンディッション／リファービッシュ 

>>商品の清掃や消耗部品の交換を行い、顧客に対して使用できうる状態にする 

 こと。再組み立てよりは簡易である。 

Redundant    リダンダント 

>>二つ以上の部品、コンポーネントやシステムから構成されて、どちらか一方 

 が故障しても、いくつかの機能又は全体機能が損なわれずに継続稼動できる 

 こと。フェイル・セーフ、バックアップと同様に解される。 

Reliability (R)   リアイアビリティ 

>>当該商品が故障することなく、定められた条件下で一定時間機能する可能性 



 のこと。 

Remote Diagnostics   リモート・ダイアグノスティクス 

>>通信回線を使って、遠くはなれたところから装置の操作状況、故障状態を確認し保守

作業を行うこと。少なくとも装置の表示内容を遠隔的に読む程度のことを行う。 

Repair     リペア 

>>消耗したり、破れたりまた故障した部品を取り替えて、稼動できるようにす 

 ること。 

Repair by Replacement (R/R)  リペア・バイ・リプレースメント 

>>故障したユニットをユニットごと交換すること。時により改善版のユニット 

 と交換する場合もある。 

Repair Depot    リペア・デポ 

>>一般的に、工場並みの設備環境を持ち集中的、効率的にリペアできる設備拠点 

 のこと。 

Repair Parts    リペア・パーツ 

>>リペア作業に用いる部品のこと。FRUのリペアもこの部品属性に入る。ただし、雑巾

や潤滑剤等は含まない。 

Repairable Item   リペアラブル・アイテム 

>>修理可能な対象品目のこと。 

Replaceable Item   リプレイサブル・アイテム 

>>他のものとの交換は可能であるものの、交換に際しては穴あけ、切断、充填、鑢がけ

等の作業を必要とするような対象物のこと。 

Resources    リソースシイズ 

>>人手、予算、品物、装置、道具、場所及び時間といったある目的を成し遂げ 

 るために必要なもの。 

Response Time    レスポンス・タイム 

>>連絡を受けた問題や質問事項に対して、電話、インターネットおよび現地出 

 動など対応を行うまでの時間のこと。 

Restore Time    リストア・タイム 

>>問題が報告された装置の復旧を行い、元の稼動状態に戻すまでの時間のこと。 

 これは遠隔的かまたは、現地にて作業を行う。 

Retrofits    リトロフィッツ 

>>欠陥商品の修正や改善または、機能向上処置により当該商品を作り直すこと。 

Revision Level   リビジョン・レベル 

>>対象商品の版数識別の指標のこと。一般的に、Ａ，Ｂ，Ｃなどと呼んでいる。 

Safety     セイフティ 

>>怪我をしたり死に至らしめるような危険なことを無くすこと。故障、機能停止や事故



の防止のこと。 

Salvage    サルベージ 

>>廃棄されたり、不良品として処理されたものや、スクラップまたは再使用可能な性質

をもっている物資を保管又は、再使用すること。対象物は、再使用可能な性質を内蔵し

ているものの、本来の使い方は適さず。また、修理して使うことも望めないもの。 

Scheduled Maintenance (SM)  スケジュールド・メンテナンス 

>>予定された保守活動で、システムの動作確認や、初期的な故障を防止する為 

 の行為のこと。しばしば、予防保守(PM)と呼ばれている。 

Scrap     スクラップ 

>>もとの使い方には遠く及ばず、内在している材料以外には、その価値を見出 

 せない当該物をいう。 

Serial Number    シリアル・ナンバー 

>>対象物を唯一認識するための識別番号のこと。 

Service    サービス 

>>支援的な活動のこと。有形の商品を提供するものではない有効的な労働提供 

 のこと。装置の保守や操作の支援などのこと。 

 (補足:『サービスとは、その価値を相手に理解してもらうための有料の行為と 

  努力である。』小林 弘 著より) 

Service Concept   サービス・コンセプト 

>>設備を支援することの意味を論理的に公表し絵にすること。これは、関 

 連する業務、技量、技術、ツール、部品そして要員の全てに関連する。 

 これは、保守コンセプトやサポートコンセプトと呼ぶ。 

Service Contract   サービス・コントラクト 

>>正当な合意契約のこと。契約者のコール時間や努力または末端商品について 

 相互に取り決めること。 

Service Level Agreement (SLA) サービス・レベル・アグリーメント 

>>要求される能力と対応力に関して、当事者間で正式に合意する契約のこと。 

Serviceability   サービサビリティ 

>>装置やシステムが設置され稼動した後に容易に保守を実施できる性質のこと。  

 保守性と同意義語。 

Service Parts    サービス・パーツ 

>>商品の修理や保守を行うための部品のこと。スペア・パーツ、スペアズ、ま 

 たはリペア・パーツという言葉と同じ意味を持つ。 

Service Technician   サービス・テクニッシャン 

>>設備を設置および保守する要員のこと。カスタマー・エンジニア、テクニ 

 カル・リブレゼンタタィブ、サービス・エンジニア、またはメカニックとも 



 呼ばれる。 

Shelf Life    シェルフ・ライフ 

>>棚卸し在庫期間のこと。当該物が本来の目的に使用されること無くまた、 

 重大な品質的な劣化を伴わずに在庫されている状態にある時間のこと。 

Software    ソフトウェア 

>>プロジェクト、オペレーション、装置、アッセンブリー等を支える労力、 

 計画作業、文書作り等および、その他のアイテムとしては、エンジニアリン 

 グやデザイン、テクニカルデータ、プラン、並びにコンピュータプログラム 

 などをいう。ハードウェアの反対語。 

Spares     スペアズ 

>>保守活動の中で使用される代替部材のこと。しばしば、"スペア"という言葉 

 が不要なことを意味する場合があり、"サービス・パーツ"の言葉がより適切 

 である。 

Specifications   スペシフィケーションズ 

>>仕様書のこと。材料、項目、装置、システムに必要な技術的要求事項を明確に且つ、

具体的に記述したドキュメントのこと。このドキュメントには、当該物の性能、サポー

ト、保管、梱包、荷姿および商品表示などの記述を含む。 

Standards    スタンダーズ 

>>受入れ可能なルール、モデル、顧客からの商品や活動に対する満足度評価基 

 準など、ことがらを比較するための標準のこと。 

Standard Deviation   スタンダード・デビエーション 

>>標準偏差のこと。数値の平均値からの乖離の平均値測定のこと。該当数値の単純平均

値との差を二乗した値を平均し、その値の平方根で示したもの。 

Standard Item    スタンダード・アイテム 

>>標準関連ドキュメントや図表により記述された標準化項目のこと。 

Standardization   スタンダーディゼイション 

>>標準化項目を定めて研鑽を積むことにより、それら標準化項目の最小の変異 

 を正確に捉えて、適切な互換性のあり方作りを行うプロセスのこと。 

Statistics    スタティスティクス 

>>統計(学)のこと。数学の手法を元に、データの収集、区分、属性付けおよび意味づけ

を行う(学問)こと。 

Stock Number (Part Number)  ストック・ナンバー(パート・ナンバ) 

>>在庫拠点における在庫品管理(グループ化等の処置)ための識別番号のこと。 

Sunk Cost    サンク・コスト 

>>予め予測されうる行為により発生したコストではなく、予測できず過去に 

 に支払われた経費のこと。 



Support    サポート 

>>商品を購入した顧客に対して、支援し必要なものを優先的に、便宜を図る 

 などの行為のこと。 

Support Equipment   サポート・イクイップメント 

>>種々の設置環境の中で、システムを効果的に保守するための補助的な対象物 

 のこと。これらの機器の中には、一般や専用の車両、電源装置、衝立、試験 

 装置、ツール、その他保守活動を行うための補助機器類を含む。 

System     システム 

>>ある目的のために用意されたハードウェア、ソフトウェア、手法、手順、要 

 員等の集合体のこと。 

System Effectiveness   システム・イフェクティブネス 

>>当該システムが、その目的と要求された仕事を充分にこなし、成功裏に需要 

 に応えられる可能性のこと。 

System Engineering   システム・エンジニアリング 

>>科学的で技術的な探求方法で、対象としては一般的な学問、計画、設計、構 

 造設計、管理監督およびマン-マシン・システムやシステム・コンポネントの 

 評価等に応用される。 

Technical Assistance Center (TAC) テクニカル・アシスタンス・センタ 

>>第一線にいる保守技術者に対する技術知識や補足説明などの支援組織のこと。 

Technical Data and Information  

   テクニカル・データ・アンド・インフォメーション 

>>以下の領域に限られるわけではないが、製造および技術データ、文書や図面、 

 規定書、仕様書、技術説明書、改修要領書、試験手順書、および故障データ 

 などのこと。 

Telemetry    テレメトリー 

>>距離の測定機能のこと。一般的には、赤外線、マイクロ波、無線、ウェブに 

 よる測定方法がある。 

Test and Support Equipment 

   テスト・アンド・サポート・イクイップメント 

>>装置を試験する装備の全てをいう。各種診断装置や試験機、保守用に使う衝立や工具

の類などを含む。BITE(前述)もこの類に入る。 

Trade-Off    トレードオフ 

>>利害関係にある二つのことを熟慮し、妥協点を見出す行為と意思決定のこと。 

 サポート属性、システム能力やコストなどが検討対象となる。 

Training    トレーニング 

>>専門スキルを身につけるためのプログラムされた教育のこと。芸術、科学、 



 貿易、専門知識など。基本的には、何故それを行うかの目的を問うよりも、 

 どのように行うかを問うことが教育の主体となる。 

Training Concept   トレーニング・コンセプト 

>>教育コンセプトのこと。誰に、どのように、いつ、どこで、なぜを人に教え 

 るかのこと。 

Troubleshooting   トラブル・シューティング 

>>装置の故障箇所の分別と修復方法を見出すこと。 

Turnaround Time   ターンアラウンド・タイム 

>>故障装置が運び出されてから、全ての機能が復旧された状態で、元の場所に 

 戻り使用されうる状態になるまでの時間のこと。リペア・デポではリペア受 

 付時間から出荷まで時間をいう。 

Transportation and Handling Support 

  トランスポーテイション・アンド・ハンドリング・サポート 

>>適切な荷姿、保管方法および、荷の扱いと輸送方法などの実作業の助言と計 

 画をいう。 

Upgrade    アップグレード 

>>当該の品を機能向上させること。 

Unscheduled Maintenance (UM) Emergency Maintenance (EM) or 

  Corrective Maintenance (CM) 

アンスケジュールド・メンテナンス、イマージャンシー・メンテナンス 

・オア・コレクティブ・メンテナンス 

>>故障した当該品を使用可能な状態に戻すことの行為をいう。 

Value Engineering   バリュー・エンジニアリング 

>>最小のコストで当該物が充分機能し、信頼性と保守性を維持するかを、当該 

 物の設計、組立、取得、点検、設置、稼動および保守を通して科学的に分析 

 しようとする努力と試みのこと。 

Variable Cost    バリュアブル・コスト 

>>時間、人手、資材などにより変動する経費のこと。 

Vendor Items    ベンダー・アイテム 

>>製造会社または、製造特許を有していない主要代理店から供給される品物や 

 部品のこと。代理店は、製造会社の特許が留保されており、製造特許を取得 

 していない請負会社をいう。 

Warranty    ワランティ 

>>当該物が、定められた期間、定められた条件の下で機能することを保証する 

 こと。 

Whole Unit Swap   ホール・ユニット・スワップ 



>>機能単位の全てをそっくり入れ替えること。リペア・デポでの部品交換に代 

 替して行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



復習と演習 

1.シンボル M は何の略ですか? 

 a.メンテナビリティ 

 b.メンテナンス 

 c.ミーン・メンテナンス・タイム 

 d.メディアン・メンテナンス・タイム 

 e.モデル・メンテナンス・タイム 

2.メンテナビリティとメンテナンスの違いは・・ 

 a.メンテナビリティは装置のデザインや構造に注視するが、メンテナン 

    スはお客の現場の作業を注視する。 

 b.メンテナビリティは、一般的に基準化されているがメンテナンスは 

  されていない。 

 c.メンテナンスは、一般的に基準化されているがメンテナビリティは 

     されていない。 

 d.保守性は第一線の現場で、保守部隊が計画し保守機材をデザインする 

  ことである。 

 e.ほんの少々の違い 

3.MDTの意味するところは: 

 a.信頼性 

 b.稼動性 

 c.保守性、管理、そして供給 

 d.偶発的故障対応の平均的な遅れ時間 

 e.1回のコールに対するコスト 

4.継続稼動性(Ai)の意味するところは: 

 a.人の手を介さずに装置が安定的に稼動できる時間比率 

 b.予防保守の効果を除く装置の設計稼働率 

 c.顧客の導入テスト実施時における稼動性 

 d.故障保守を除く予防保守のみによる稼働率 

 e.最低のスペアを使用したときの稼働率 

5.メンテナンス・コンセプトの意味するところは: 

 a.商品をどのように保守し、保守性の計画をどのように進めていくかの

 案内をまとめたドキュメント 

 b.オペレータマニュアルの冒頭の部分 

 c.商品紹介とサポート継続のためのプラン 

 d.商品のフィールド・サポートに合致した目的、目標および仕様 

 e.第二段階のプログラム・フェーズへの継続 



6.ＭＴＢＦとＭＴＢＭの大きな相違点は何か: 

 a.相違は無い 

 b.ＭＴＢＭは常にＭＴＢＦより大きい 

 c.ＭＴＢＭはＵＭのみ含んでいる 

 d.ＭＴＢＭは信頼性の事柄 

 e.ＳＭ 

7.ある商品やオペレーションおよびサービスに伴う経費は、____コストと呼ぶ: 

 a.バリアブル 

 b.フレキシブル 

 c.エッセンシャル 

 d.ダイレクト 

 e.オーバーヘッド 

8.基本動作が不能な状態の限界値は: 

 a.ＰＭ 

 b.フェイリュアー 

 c.アイソレーション 

 d.平均故障間隔（ＭＴＢＦ） 

 e.パラメータ 

9. 保守の対象目的に、持てる各資源をどのように計画し、どのように配備し、 

  そして、どのように要求に応えてゆくかについて、やり繰りし、技術的に進 

  化させ、更にどのような技法を駆使いていくか、という芸術と科学の試みは: 

 a.メンテナビリティ 

 b.メンテナンス 

 c.ロジスティクス 

 d.プロダクション 

 e.リライアビリティ 

10.緊急修理や故障品の入れ替えなどの故障保守は: 

 a.スケジュールド(予定された) 

 b.アン・スケジュールド(予定外の) 

 c.計画された 

 d.予防の 

 e.保証 

 

 

 

  


