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概 要 

 急速な情報処理と技術の進展は、日常の事業活動に様々な大きな影響を与えています。

中東の戦火は、石油危機を引き起こしました。核エネルギーはスリーマイル島の核施設

の事故やその運用開始と終了共に高いコストを必要とするという課題を残しています。

地中には適切な量の石炭が眠っています。たとえ石炭輸送の発展が図られても、環境問

題の制約から経済的な活用は制限されています。エネルギー計画の目的や目標を打ち立

てるには、社会的優先課題解決を伴います。エネルギーシステムは、システムエンジニ

アリングや計画の必要性をみる一例であると共に、信頼性、稼動性、保守性および保守

活動が、このシステムに多大な影響力を与えています。 

 一つのシステムは単純に言えば、共通の目的をもつ関連したアイテムの集まりである

と定義できます。システムという言葉は、過大解釈されたり、時には間違った使い方を

されています。それ故、同一の問題でも異なった科目のような複雑さを投げかけてきま

す。一つのシステムは、時として複数の性質を併せ持つ関連した目的の合成物として、

定義されます。ここで複数の目的とは、当該システムの『心』であり、その複数の目的

が持つ性質の『突き動かすもの』であると考えられます。システムの『心』は、有形で

ある必要はありません。例えば、プロセスそのものが、一つのシステムとして捉えるこ

とができます。 

 仮に、二つの独立した X1システムと X2があるとします。そして、この二つのシステ

ムに密接に関係したシステム X3があるとします。この場合、X1と X2は X3の『サブシ

ステム』として捉えることができます。 

 エンジニアリングとは、物質と自然界の力を経済的に利用するための数学と自然科学

の応用技術です。『エンジニアリング』という言葉は、『デザイン』と『プランニング』

と密接に関係しています。『デザイン』とはウェブスター辞典に、「形として見せられる

ような目的のはっきりしたプランニングや全体構成の中の末端部分更には、構成要素の

一つとして機能することが推定できるような・・云々」『プラン』とは「活動の様式や

手段、デザインを生み出すための方法」更には、「詳細設計前の概略構造を示すこと」

と示されています。 

このことから、デザインもプランニングも次第に同義語のような活動として捉えられま

す。 

あるシステムをプランしたとき、そのシステムが複雑な場合に、私たちはデザインとい

う言葉を使います。一方で、私たちは、いつもプロセスを計画しますが、それを同じよ

うにデザインすることはできません。この場合は、計画を立てる人とデザインする人と

の間のコミュニケーション不足で違った意味合いとなっています。プランニングとデザ

インニングが基本的に同じプロセスを介していれば、双方に融通できる方法であり、調

和した道筋へと導かれることになります。システムエンジニアリングの目的は、総合的



な商品のシステム要求に合致するようにやり繰りすると共にその為の努力と作業を文

書により実証していくことです。これは、技術と管理活動の相互補完によりはじめて実

現できることです。なお、明らかに、異なった環境下での異なったシステムは存在しま

す。信頼性、稼動性、保守性（ＲＡＭ）の目的別に三種類のタイプがあります。 

1.ミサイルのような一回限りの使用を目的としたもの 

2.航空機や一括処理システムのような随時使用することを目的としたもの 

3.発電機や化学生成装置のような継続的に使用することを目的としたもの 

 

システムに関わる９つの性質。私たちの目的とするシステムは; 

1.全てのコンポーネントが共通の目的の上に成り立っていること 

2.そのシステムの成果物を最適にすること(図３－１に示す漫画のように、システムエ

ンジニアリングの最初の鉄則は、各々の部署の基準で最適だと考えて活動したものを寄

せ集めても、最適な結果は得られず、時として、システムそのものが機能しないことに

なることを知ることです。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.コンポーネントとコストが大きいこと 

4.多くの変動要素により複雑なこと 

5.人間が作っていること 

6.半自動化システムで人の介在があること 

7.競合関係にありもっとも相応しいものかが生き残ること 

8.可能性における短い時間を基にした推計学であること 

9.第一に現在と近い将来に適応できることに注力すること 

 

評価方法 

 システムの持つ性質から見て、何をもって期待する良いシステムでまた、悪いシステ

ムなのかを決める要素について考えて見ましょう。システムの良し悪しを評価するには、 

主にシステムの有効性(システム・イフェクティブネス)であり、能力、信頼性、そして

依存性(ＣＡＤ）です。能力は、その商品がどのくらい充分に動作しているかを測定す

ることであり、稼動性は必要となるときにすぐに可動できること、更に依存性(頼りが

いのあること)とは、成功裏に仕事をこなしてくれる性能のことです。 

システムの有効性とは、そのシステムが要求された時、業務に適合して効果的に仕事を

成し得るように可動できる性能のことです。システムの性能とは、ほぼ能力と同じ意味

を持つものの、商品の動作内容により異なってきます。もう一つの評価方法は、物理的

な性質に着目する方法です。サイズ、重さ、強さ、特色、そして全体の姿です。コスト

の観点すなわち、研究、開発、設計および製造などの取得コストやオペレーションとサ

ポートに関わる運用コストは重要な評価対象です。最後に、利益対コストもシステムの

入力と出力の観点から良い評価方法です。この結果が１以上であれば投資回収が可能で

あり、徐々に望ましい形になってまいります。 

 補足として、システム分析のやり方を紹介しましょう。 

1.性能－システムの目標と仕様に対する評価 

2.生産性－生産と部品のサポートを対象に、その利便性に着目したシステム評価 

3.操作性－お客様がそのシステムを操作して、どのように望まれる保守をも提供できる 

 能力評価 

4.サポート性－消耗品とサービスニーズに対する評価 

5.安全性－商品と操作員の両方の安全レベルを保証することへの評価 

6.経済性－設計、開発、商品特性、製造、ロジスティクスおよび必要となるトレードオ 

     フ事項に関する経済的な結果に対する評価 

 表３－１にこれらの一般的なシステム検証と評価方法を示します。 

 

 



 

               表３－１ 

             システム検証と評価 

 

   検討項目       評 価 

   能力  稼動性  依存性  お金 

 性能  ×     ×  × 

 生産性     ×     ×

 操作性  ×   ×   ×  × 

 サポート性    ×   ×  × 

 安全性  ×   ×   ×  × 

 コスト  ×   ×   ×  × 

 計画     ×    × 

 姿  ×      × 

 特徴  ×   ×   ×  × 

 サイズ/重さ ×     ×  × 

 構造/材料 ×   ×   ×  × 

 信頼性     ×   ×  × 

 保守性     ×   ×  × 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備忘録(意訳者注記) 

動作できる状態にあることをいくつかの視点から著者は言葉を選んで使っている。

capability 能力(性能)と訳。availability 稼動性と訳。probability 可動性と訳。

dependability依存性(頼りがいがあること)と訳。performance性能と訳。 

 

愚痴 トホホ 

日本語「言葉」の限界を感じ

ます。品物を主体にして、そ

のものの使い勝手を表すの

に、***性という種々の言い

方を持ち合わせている 

 



 

システムエンジニアリングプロセス 

システムエンジニアリングプロセスの基本要件には次の６段階があります。 

1.目的、目標、制限事項、システムの入り出に対する要求事項の設定 

a.商品需要分析 

b.事前の構成レイアウトつくり 

c.事前のコストデータつくり 

2.サブシステムの要求事項と最低機能レベルの位置決め 

a.保守コンセプト 

b.ＲＡＭの位置決め 

c.構成見直しと更新 

d.機能ドキュメント 

e.保守ドキュメント 

f.コストデータ見直し 

3.プログラムと技術方針 

a.プログラム計画とスケジュール 

b.技術戦略 

c.デザイン基準 

d.仕様 

e.デザイン計画とスケジュール 

f.モデル開発 

g.デザイン評価 

h.組織内調整 

4.プログラム機能と活動の統括 

a.技術統括 

b.実績収集 

c.組織内連携(連絡) 

d.構成見直しと更新 

e.ハードウェアと数学的モデル 

f.デザイン評価 

g.ライフサイクルコスト分析 

5.データ収集とモデル作りおよび分析 

a.構成定義 

b.トレードオフの検討 

c.デザイン評価 



d.プログラムと進捗段階の評価 

e.部門間調整 

f.報告 

g.ドキュメントと記録の更新 

h.計画とスケジュールの更新 

 

システムエンジニアリングの主要な活動をまとめますと次のようになります。 

 

入りと出の定義     生産性分析 

配置      操作性分析 

デザイン基準     サポート性分析 

仕様      経済性分析 

デザインの総合化(統合)    安全性 

構成定義     バリューエンジニアリング 

技術集積     報告 

プログラムエンジニアリング連携(連絡)  モデル開発 

デザイン評価     ドキュメント作り 

能力分析      

 

 システムエンジニアリングは、特別な組織である場合とそうでない場合があると思い

ます。多くの場合において、システムエンジニアリング部門は、技術部門の中のライン

部門であるようです。他の場合としては、認知された中央スタッフ内の個別の技術部門 

であるようです。望ましい形としては、両方の機能を持ち合わせているような部門であ

ると何よりです。ラインの技術部門としてのシステムエンジニアリングは、各種データ

の収集と関連部門との協調を図ることが肝要です。すなわち、サポート性分析や操作性

などと関連するヒューマンエンジニアリングを含むロジスティクスエンジニアリング

全般に渡り調整を行わなければなりません。システムエンジニアリング部門は、責任と

権限を保証されることが大切です。 

 

 

 

 

 



システムエンジニアリングの主要素 

 システムエンジニアリングの機能管理を支える要件を以下に示します。 

 

1.目標設定は、文字として表現され、皆が納得できること、測定可能であること、挑戦 

 的であること、そして達成可能であること。 

2.システムの有効性は、固定費を最大限に活用すると共に、確固とした有効性は、最小  

 の固定費に押さえ込む。トレードオフ事項の検証とシステムエンジニアによる分析は、 

 システムエンジニアリングにおいて、継続してゆくものです。 

3.重要事項の優先付けは、厳しく事にあたるべきです。これらのシステム要件は、大き 

 な投資回収を生むこともあれば、大変な損失を被ることにもなるからです。 

4.リスクは明確にすると共に低減しなければなりません。システムエンジニアリングの 

 プロセスの大半のイベントは、生まれつき確率論的です。リスクを無くすことはでき 

 ませんが、そのことを理解し、検討し、そして管理することは少なくともできはずで 

 す。充分検討したデザインは、机上での完璧と思えるデザインよりもコスト効率が高 

 いはずです。数学的に決定された値は、現実には回収率の減少と共に一般的には指 

 数関数的に落ちます。どのくらいの許容度まで認めるか、より広い許容度は一般的に 

 コストを抑えることができます。 

5.システムデザインは一般的に二つの業務から構成されます。デザイン選択と資源配分 

 です。デザイン選択は、当該システムの発揮される機能に適した形を決めることです。 

 そして、対応するやり繰り機能が、資源の効果的な配分です。 

6.プログラムは、細かな段階の仕事を成功裏に導く必要があります。システムエンジニ 

 アリングの仕事は、一般的に継続的な業務です。全ての該当作業を最初に明らかにし 

 た上で、プログラムの進捗にあわせて見直しを行う必要があります。 

7.デザインは、過去の経験を生かしつつ、最新のものであらねばなりません。ただし、 

 システムエンジニアリングが、近い将来を意識した今日の時点での最高のものを志向 

 しようとしても、最も適した蓄積技術は、当該システムの特色に対応した形として用 

 いるべきです。 

8.エンジニアリングに関する全ての事柄について、手形交換所のごとく振舞いなさい。 

 システムエンジニアリングは、デザイン、製造、生産計画、およびロジスティクスを 

 包含しなければなりません。システムエンジニアリングの活動成果は、多くのその他 

 の業務に多大な影響を与えます。 

9.システムを全体から眺めなさい。<原文は完璧にすること、と表現されています> 

 初期に提示される各サブシステム毎の完璧さは、必ずしも全体システムを完全なもの 

 にすることにはなりません。つまり、個々のサブシステムの方向決めを行う前に、 

 それらが、システム全体へどのように影響するかを考慮した上で、確固たる全体シス 



 テムの方向を、最初に決めなさいということです。 

10.モデルとシミュレーションは、できる限り活用しなさい。時と金は、常に限られて 

 います。システムの方向決めがなされる前に、実機を使った複雑なシステムコンポネ 

 ントの組立てと検証が必要です。類似的、肖像的、数学的モデルと統計学とシステム 

 分析および、オペレーションリサーチ手法を使って、コスト効率データを適時にまた、  

 適切に提供することが意思決定を促進させます。 

11.人がシステムプロセスを導き最後の決定を行わなければなりません。全ての問題に 

 対する定量的な分析と選択が望まれるところですが、品質上の影響が顕著の場合、 

 それにより多くの状況がありえます。人と機械とサポートシステムとの連携が重要に 

 なります。人がシステムエンジニアリングのプロセスを活性化する役目を負っている 

 のです。 

12.取返しのつかない決定事項は、そのことをなさなければならない前に行うべきでは 

 ありません。この基本的な最小限の言葉が、最初の矛盾として現れてきます。人は仕 

 事上の倫理として納期に遅れまいと自分の仕事を完遂しようとするものです。この言 

 葉は、各々の段階で最大限の柔軟性を示した方が結果として、無駄をなくすものと上 

 位の判断がなされた場合は、大きくその効果が現れます。その結果として、繰返され 

 る要求事項を低減し、全体の効果的資源配分へとつながります。 

 

ＲＡＭとシステム設計者との相互関連 

 システムエンジニアリング、信頼性、稼動性、そして保守性間の相互関連は、システ

ムエンジニアリングの検証、ＲＡＭデータへの意見聴取、修正活動対策およびＲＡＭに

より要求されたデザイン変更への対応などが含まれます。与えられたデザイン仕様によ

りＲＡＭは、それらの基準、配備、予想、貿易、故障モード、影響、クリティカリティ

分析、およびシステムエンジニアリングに対するデザイン決定上の要求事項などを提供

します。MIL規格 470のシステムと装置のための保守性プログラム要求仕様。そして MIL

規格 785A のシステムと装置開発および製造に関わる信頼性プログラム要求仕様は、シ

ステムエンジニアリングとシステム/設計エンジニアリングが相互に連携し、効率性、

時間的整合性、経済性を整えることを要求しています。事例として、MIL規格 470では

次の作業を保守性プログラムの中で対応するように要求しています。 

a.保守性プログラム計画を準備のこと 

b.保守性分析を実施のこと 

c.詳細な保守コンセプトと保守計画要件を準備のこと 

d.保守性設計基準を設定のこと 

e.設計上のトレードオフを実施のこと 

f.保守性指標価値を予測のこと 



g.請け負い業者と製造業者の契約仕様の中に保守性要件を加えること 

h.その他の事項を総括のこと 

i.デザイン評価に参加させること 

j.データ収集、分析、修正活動システムを確立のこと 

k.保守性要件のデモを実施のこと 

l.保守状況報告を準備のこと 

まとめると、保守性と信頼性はシステムエンジニアリングプロセスの重要な部分を占め

ており、電子的、機械的、機能的、品質的、価値的、そしてユニットコストに照らし合

わせてみることが必要です。 

 

 

復習問題 

次の文で適しているものを選択してください。 

1.システムエンジニアリングの最初のプロセスは: 

a.プログラムと技術方針の設定です 

b.目的、目標、制約事項、入りと出の要件事項の設定です 

c.プログラム機能と活動との統括です 

d.モデル作りデータ収集と分析です 

e.要望されるシステム構成の明確化です 

 

2.システムエンジニアリングにおけるリスクは: 

a.完全に消しこむこと 

b.無視すること 

c.対応部門と要員を任命すること 

d.正確に予測すること 

e.明確化して低減すること 

 

3.商品の利用コストには: 

a.全てのオペレーティングとサポートコストです 

b.生産と供給費用です 

c.初期導入以降の全てのコストです 

d.商品計画とシステムエンジニアリング予算です 

e.Ｒ＆Ｄと生産 

 

 



4.ＲＡＭを目的に航空管制レーダーは_________システムです。 

a.随時稼動 

b.継続稼動 

c.一回のみの稼動 

d.固有な 

e.試行的な 

 

5.主要なシステム有効性の評価は: 

a.性能、生産性、操作性 

b.操作性、サポート性、安全性 

c.コスト、性能、生産性 

d.能力、稼動性、依存性 

e.信頼性、稼動性、保守性 

 

6.最も重要な商品特性は: 

a.スケジュール 

b.コスト 

c.信頼性 

d.性能 

e.保守性 

 

7. システムエンジニアリングは、科学工学の応用で、_______に寄与するものです。 

a.性能、コストおよびスケジュール評価 

b.関連技術の各要件と全ての物理的、機能的および、プログラムインターフェイスの 

 互換性 

c.Ｒ、Ｍ、安全性、生産性、機密保持、構造的な完璧さ、人間的要素、その 

 他の特色の統合化技術 

d.操作上の要求事項をシステム構成の中に取り入れる 

e.上記項目の全て 

 

8.システムと呼べないものは次のどの項目ですか? 

a.自動車 

b.ボーイング航空会社 

c.石ころ 

d.ＢＡＲＴ、サンフランシスコ・ベイ・エリア高速交通 

e.オーケストラ 



9.個々の活動の寄せ集めは、商品のシステムをどのような結果に終わらせるか: 

a.商品デザインのコストを最低に導く 

b.各要件が全体を代替するよりは、より効果的になる 

c.統合システムを完全なものにする 

d.完璧なシステムより効果薄 

e.高度に意識高揚された機能チームで自分たちとして何が重要かを想像することが  

 大切 

 

10.システムエンジニアリングのプロセスの中で、信頼性、稼動性および保守性は: 

a.商品特性の最も重要な事項 

b.システムの有効性に大きな影響を与える 

c.商品のライフサイクルコストに微細な影響しか与えない 

d.商品がお客様に使われる時に、１度考えればよいこと 

e.デザインエンジニアリングから独立させるべき事項 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


