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概 要 

 現実世界に対する私たちの唯一の知識が、私たち自身の個人的な経験から来るならば 

私たちは著しく制限された知識しか持たないことになるでしょう。そして、それらの事

実さえ、私たちの感情が自分の知覚を歪めることでしょう。保守性と保守関連で働いて

いる人々は、この人間の知覚に注意深くなるに違いありません。しかしながら、私たち

が多くの労力を掛けることや意思決定を行うためには、量的な事実に基づくべきです。  

データという言葉は、単数でも複数でも意味を持つ数字の集まりであり、それは組織だ

った分析により、ある意思決定を促すことが出来る基礎となるものです。デジタル・コ

ンピュータによるデータ処理は、現在の主要産業です。図 6-1に示しました基礎データ

処理モデルは、出力情報を生むために処理される入力情報を持っている形態です。  

ここにフィードバックループが導入されますと、主要なステップが洗練されます。フィ

ードバックは、サーモスタットが温度を自動的にコントロールするように、出力側から

熱すぎると言われれば入力を遮断し、出力側が寒いといえば入力を接続します。或いは、

フィードバックは極めて人手によるものかもしれません。マネージャーが、コンピュー

タで出力された印刷物を読んで、特定の行動を取るべきであると決定すべきものかもし

れません。 人々は、時として出力情報を受取った結果、その情報が重要でないものや

無関係であると考えると、当該情報は彼らに何の影響力も与えなくなります。 不確定

ながら可能性のある最終的な試行のための情報は、目標到達に寄与する価値を持ってい

る意思決定要素を含んでいます。管理者は、果てしない情報集めに対する課題だけでな

く、現在と未来に対して情報をどのようにして目標指向の活動に展開するか、の課題に

も直面しています。 

 通常、情報システムの分析は、だれがその出力情報を必要とするか、それが何に使用

されるだろうか、それがどのように使用されるだろうか、それが何故使われるのか、そ

れはどのような形で提示するのが最も良く活用されるものか、そして、それがいつ必要

であるかを決定し開始します。 ある出力のために、目的と目標が確立されるとき、分

析は入力に目が向くかもしれません。 基本的な入力要件の課題は、以下の通りです。 何

が既に存在しているか、どんな追加データを必要とするか、どうしたら追加データを最

も効率よく得ることができるでしょうか？ そして、処理段階では、入力要件を必要な

出力要件に変換できるよう考慮され設計する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 
入 力 処 理 出 力 

フィードバック 

図６－１ 

基本的なデータ処理モデル 

 



 管理者としての重要な要素は、データ処理システムを活用し予期した出力を導き出す

ことにあります。保守性と保守の領域において、情報は設計、製造、技術支援、そして

販売とサービスに集中させる必要があります。保守事業の活動は、内部と外部環境の両

方に働きかけます。保守に携わる要員は、設計と製造部門から対象装置と適用されるソ

フトウェアに関して、そのサポート業務を行うために正確な情報を受け取らなければな

りません。そして、彼らは顧客が必要としている要望事項に応え、満足を得ることも必

要となります。全ての保守会社は、顧客への報告システムを持たなければなりません。

そこには、定常的なもの、例外事項、そして特記事項をわかりやすく示すことも必要で

す。これらのシステムからのフィードバックにより、顧客ニーズに合致しているか、効

果的な運用を来たしているか、更に経済効率は良いかを判断し、保守会社が当該装置の

設計と品質改善へと結びつける勇気を得るのです。第一線の情報は、継続的な事業運営

のためのものであると共に保守と商品とを関連付けする情報でもあります。一般消費財

ならば、失敗をしても販売に不測の事態を招かない限りちょっとした心配事で済むかも

しれません。それに引き換え、耐久消費財の場合は、リースされる品物などは、サービ

スがオーナーの資産の保護に関わってきます。耐久消費財が販売されると、販売元が保

守するのか、代理店が行うものか、更には独立した業者が担当するのかという点が気に

なってまいります。軍用機器の場合は、完成された情報システムが実在して、保守作業

時間と保守部品について組織的に、中間組織と拠点レベルまでの内容を報告しています。 

サーベイチームが現地の情報を収集することがあります。航空会社の場合は、報告書は

正確に飛行整備士と業務員により保全されています。検閲時、戦闘員が臨戦態勢に無い

場合は、直ちに報告されます。反対に、テレビなどの家電品では、製造メーカへは交換

部品の商品コードなどが報告されるだけでしょう。ワランティ期間中の費用請求にとも

なう見込み情報も、その為の労務費と部品費が一般的ですが、重大な故障が無い限り、

製造側が傾聴することはありません。 

 自動車関係のサービス会社は、各自動車の詳細な記録を持っており、その記録は工場

側の代表部門により簡単にそして円滑に分析されています。最近は設計変更が減ってき

ており、自動車メーカは、設計と製造を改善するために、情報を有効に活用してすばら

しい業績を上げています。政府もまた、自動車のリコールが発生したときに、所有者の

割り出しをメーカに要請します。 独裁的なコンピュータに自分の名前が載るよりプラ

イバシーを優先する風潮にも関わらず、ほんの一握りの人しか、自動車会社が彼らの住

所情報を持っていることに対し興味を示さないのは注目すべきことですね。 

 保守事業のリーディングカンパニーは、全ての保守コールを正確に記録しています。 

これらの報告は、保守技術者が活動した後に、使用した保守部品のみならず、活動した

場所、要した時間などの内容です。報告記録は、保守技術者の持っている携帯端末やラ

ップトップ端末に入力すると共に、ＦＭ電波や電話を使って、中央のデータベースに直

接的に伝送しています。これらの活動報告は、保守技術者個々の行動管理に使用されな



いと、彼らは偏見のある情報を報告しかねません。このことは留意する必要があります。 

その代わり、保守技術者は、全ての保守コールに対して活動報告することを承諾するの

みならず、自動的に処理する機械が正確に読めるように入力することにこだわらないで

しょう。保守技術者が報告した結果のフィードバックは、厳しくことに当たる必要があ

ります。いくつかの大きい製造会社は、彼らの掲示板に、保守報告を見やすく掲示しま

す。そして、ここに訪れた保守技術者は過去に自分が報告した事柄が企業活動の基礎と

なっていることを気づかせます。商品改善の引き金に自分の情報が役に立っていること

を知れば、彼らは次第に製造側と連携していくでしょう。 

 火災や安全性の問題などの特別報告は、装置の開発部門からの改修後掲示されます。

また、このような例外事項は、特別な書式による報告や電話によるホットラインの設置

により実施されます。特別対応に際して、詳細な現地での初期情報を得るなど、通常の

システムの時間軸では処理できず、専用の報告システムの導入が必要となります。この

ような専用システムは、一般的に小規模で、専任者による運用グループと機器を用意し、

事例情報を全体部門に予知情報として通知しています。 

 

データ収集 

データ収集上の検討項目 

どのようにデータも以下の要素を含んでいることをチェックしなければなりません。 

  信頼性  関連性 

  有効性  充足性 

  凡長性  時間軸 

  品質  経費(コスト) 

保守情報システムの特質として、ひとつ々データが適切であるものか観察しなければな

りません。情報の信頼性は、ハードウェアの信頼性を語るような定常性の度合いを示す

ものです。私たちは、しばしば有効性について、りんごをりんご同士比較して、フルー

ツバスケットの中身とは比較しません。換言すると、その対象情報に、私たちは何を意

味づけしようとしているのか?ということです。 

 メッセージの部分からは見出せない騒音、妨害、外部干渉がコミュニケーションの評

価に問題を生じさせます。凡長性は、情報の一部です。それを見失っている場合は、ま

だ情報を完成するのに必要となる要素でしょうが、必ずしも必須なものではありません。 

取り扱う情報量が拡大してくると、この不必要なものが、大切な情報を歪めかねない状

況となります。ラッセル・アッコフ*は、大半の管理者は、重要な情報の欠如にさらさ

れていることより、むしろ不要な情報の洪水にさらされているといっています。管理者

は、知りたい情報はそこにあることは判っているのに、単にそれを見つけ出せずにいる

のかもしれません。情報量として充分かどうかをチェックする必要がありますが、要望



している情報が、そこから得られるものかを確認することです。時間軸は大切です。良

いリーダシップを発揮するには、日々の更新と要領を得た情報が必要です。そのように

有効で精査された情報はめったにはありません。調べることは、資金調達や優秀な人材

取得同様に時間が掛かりますが必要なことです。技術開発、政策、競合環境などの外部

要因により複雑性をもつと時間が余計に掛かることになります。私たちにとって、歓迎

すべきことはコンピュータを活用したデータ処理が短時間に多くのことをこなしてく

れることです。これにより、プログラム変更や標準が無いような事柄が内在する問題に

対して、多くの時間を掛けて来た悪夢から目覚めさせてくれます。 

 最後に、コストに関する情報は基本的な問題です。情報収集はたとえ社内の人員を活

用しても費用の掛かる仕事です。政府在庫項目の一項目を追加しても２，０００ドル以

上になると推測されています。保守技術者、再生業の職長、会計検査官、その他常用の

雇用者など彼らの情報探しや報告の要求に応えようとすれば、情報収集に際して出費を

覚悟することとなります。不幸にして、多くの管理者の目からは、データ収集作業は、

その組織の中に於いても、雇用者の業務記述内にでも、優先順位は高くありません。 

保守性と保守業務を営む企業は、質の高い情報とそのためのデータ収集に対して、時間

とお金を惜しんではなりません。 

 

意思決定のためのデータ 

 簡単にデータ処理に含まれる要素を示します。 

1.データ収集 3.比較評価 5.出力 

2.データ変換 4.データ操作 

 データ収集は、それが必要なときにその事実を手に入れることです。情報選択は、情

報過多か、その一方で情報不足となりかねない事態を伴います。データ収集源、手法、 

情報コンテンツは、管理者の目的とする事柄を支援するものとして合致しているかどう

かを定期的に見直さなければなりません。対象システムが人員の記録を目的としている

ならば、変化は避けられないし順応できるものでなければなりません。機械的なデータ

収集方法は数多くあります。時計、パイプラインゲージ、フォトセルカウンタなど。デ

ータ収集に伴う顕著な変化は、食品雑貨に対するコンピュータで読み込める商品コード

の利用で、これは不正確な事務員による確認よりも優れています。しかしながら、驚い

たことに数多くの店が、顧客の意見に押されて個別の商品価格設定を継続しています。

これらは、より購入意欲をそそる価格設定として決定されています。これにより世界標

準の商品コードシステムの価値は多くの要素が否定されています。それでも、これによ

り実棚卸しの改善には大きく寄与しています。 

 原始データが、直接使えないときは、データ変換が一般的に必要となります。データ

の変換により、データのコンテンツを単純化し分析されやすくします。光学文字読み取



り装置は、データを高速に変換するために重要視されています。期待したレベルの情報

が得られるか、その為検証は必要となります。例えば、大半のクレジットカードは、最

後にチェックデジットを持っています。このチェックデジットにより、数字の列を読み

ながら、複雑な加減算、剰余算を行い番号が正しいものか判定します。コンピュータの

ソフトウェアは、益々高機能化して自分自身をチェックすると共に、オペレータとの連

携により検証と考えられるエラーの訂正を行います。 

 データ操作は、プロセスや処理によるクラス分けやいくつかの出力を生む個々の処理

形式に分けてデータを整理します。管理者の役割は、その操作を指示することです。分

類された操作済みデータは、各々の機能部門に事例として提示されます。機能部門とし

ては、保守実施部門、工場サービス部門、再生部門、サービスエンジニアリング部門な

どです。各々にクラス分けされたものは、費用を付け替えへと落とし込まれます。デー

タ入力は、いくつかの出力を生む各々の事業タイプにより再整備されます。費用として

は在庫、販売、利益を具体的な個々の商品の要素として活用できると共に、将来の商品

のこれら要素の予測にも活用できます。 

 関連するデータ操作の三番目の方法は、データシーケンスの再整備をいい、これはイ

ベントの論理的なシーケンスがあるということです。例えば、会計学の学生は、統合的、

論理的な構造分析を学び整理された会計情報へと結び付けます。クリティカル・パス・

メソッド（ＣＰＭ）、プログラム・イバリュエーション・アンド・レビューテクニック 

(ＰＥＲＴ）、そしてパフォーマンス・アンド・コスト・イバリュエーション(ＰＡＣＥ）

技術は管理者に対して、より正確な活動計画を強いります。当該システムは、活動、相

互作用、そして要求される資源について、その改善内容や縮退内容を表す機能を高めま

す。 

 データ処理活動の出力は、管理者にとって最も重要な事柄です。顧客や管理者は、要

求される出力を導き出すように、システム分析者を補佐しなければなりません。コンピ

ュータは、簡単にどのような要求パターンの情報にも対応できます。それ故、好ましく

ない変化とは何かを明確に定義すると共に、それを修復するための行動に展開できるよ

うにする必要があります。その理由は、多くの保守性と保守会社は、データは充分に備

わっているにも関わらず分析が伴っていないことが見受けられます。これは管理者が、

データ処理の担当のところに座って、彼らの要求事項を明確に説明することや効率的な

データ処理開発を自ら導くことを、喜んで行おうとしていないからです。 

 

 

 

 

 



プログラムするかしないか？ 

 

 データを人的に分析するかスプレッドシートなどの汎用のコンピュータソフトや専

用ソフトに委ねるか、を判断する観点には次の項目があります。 

 1.データの量 

 2.同様な要求度合い 

 3.タイミング 

 4.データの複雑性 

 5.意思決定の価値 

 

 人間が分析用のコンピュータになることがあります。人間は、ユニークなもの、数少

ない関連データしかないもの、あるいは極めて複雑ではないはずのものに対する分析に

長けています。そして、その分析結果は高い価値を持っています。コンピュータは、複

雑な多量のデータを操作するのに都合がよく、初期にプログラミングされた仕組みを数

多くこなすことに長けています。コンピュータに実行させるソフトウェアによる指示を

与えるためのプログラミングは、多くの時間、何週間、または何ヶ月も掛け、正しく実

行されるようにします。プログラムは、対象の各ルーチンに相互関連があり柔軟性が必

要なために、プログラミングを開始する前に全ての要件を考慮し、要求条件を満たした

設計を行わなければなりません。それ故に、分析を早くする必要がある場合は、コンピ

ュータプログラミングに割ける時間は少ないかもしれません。それは、人手による単な

る選択になるかもしれません。大変複雑な仕事に於いて、分析が一回しか行われない場

合は、現場との調整をせずにコンピュータ処理が行われます。スプレッドシートのよう

な一般的なソフトウェアが役立つでしょう。レポートライタは、今日ではメインフレー

ムの部署に遠慮することなく、ＰＣを使ってデータ分析することが出来ます。 

 データの確実性が論議を醸す点です。私たちが本を読んだり、テレビを見たりコンピ

ュータでプリント出力されたものを見ると、大半の情報は真実だと受け止めます。確か

に全てが正しいとは言えないかもしれませんが、批判的な目を持たずに受入れがちです。

例え、あなたが正しいと思っている側だとしても、少なくとも情報の妥当性は評価しな

さい。 

 最後に、求められる大半の分析結果は、意思決定であり行動です。人手による分析は、

問題に対する洞察力を与え、コンピュータを利用した場合には現れないような問題に対

する是正策が見出せます。ＭＩＬ－ＨＤＢＫ－２１７に好ましい信頼性予測の実施例が 

記載されています。数種のコンピュータプログラムは、一塊のデータを素早く対象ファ

イルから見つけ出して生成された計算式を実行します。コンピュータプログラムは、テ

ーブルルックアップや記録されている情報をより具体的に示すこと、そして情報を掛け

合わせたり加えたりすることの時間を低減します。しかしながら、コンピュータプログ



ラム自身は、最新データを随時更新されなければなりません。ストレス測定は、入力や

暗黙の仮定である品質レベルなどのパラメータと分離されなければなりません。一方、

人間は、データと共に働き、品質パラメータの違いに気づき、高頻度の故障部位を書き

止め、次第に内部の設計問題を認識するようになって、彼らがコンピュータによる分析

を通すよりも迅速に設計者側にフィードバックするかもしれません。それ故、一般的に、

コンピュータによる予測は、迅速に生成するには都合が良いものの、人手による予測は、

より以上の設計上のガイダンスまで提供することもあります。 

 情報の持ち主は、人手による分析によりその価値を高めます。このことの事例は、病

院の検査室の血液判定に見ることが出来ます。間違った血液型の輸血を容認したならば

取り返しのつかないことになります。それ故、大半の血液型検査所では、血液型とＲｈ

型の最低２つの独立したチェックが必要です。エラーが発生すると、いくつかの検査所

がキー入力による情報が不正確であったことを発見します。そしてレポートを提出した

担当者個人に責任と賠償能力を問うことはしません。入力者のバッジに表記されている

バーコード入力を含みレポート提出を行わせると正確さを助長し、ごまかす行為が起こ

りにくくなります。この責任と賠償能力を問うことは、全てのデータ収集業務において

検討が必要です。データ記録に携わる担当者は、そのデータが有益となる使途を理解す

ることにより、彼らは自分たちの仕事に対して、より深く責任をもつことになります。 

このようなことは、担当者に理解されていない書式による保守サービスの現場報告の結

果の中にも見て取れますし、理解されていても、少なくともデータの入力過程で見落と

していることがあります。それ故、彼や彼女が従事している仕事が厳しく管理されてい

ることにならないのです。 

 保守性に携わる人たちは、データ収集、分析、および報告の重要性について認識され

た環境に立たなければなりません。多くのＭ機能の出力結果は、他の機能に影響を与え

ます。大半の保守業務に携わる人たちは、データについては反僕する傾向があります。 

工場や前線にいる人たちに対して、個人的な強制事項は、あくまでも装置を修復するこ

ととその報告データに時間を割くことのみとすることです。ハードとソフト両面からの

刺激は、良質な第一線のデータ収集には欠かせません。 

 纏めますと、データは可能で効果的な場合は、人手により分析を行うべきです。また、 

その方が、より効率的である場合があります。時間的な関連からはコンピュータによる

分析も結果も有効です。コンピュータは人手に代わる強力な道具ではありますが、分析

は人がなすべきです。 

 

保守性と保守の統計 

 次の文に f の文字は何回出てくるでしょうか? 空欄にその数を埋めていください。 

"Finished files are the result of years of scientific study combined with the 

experience of years."       f の数は______です。。 



 あなたは、三つの f を数えられましたか ?もしもそうならば、その他の f の文字に気

づかない大半の方の中に入ります。正しくは、６つです。このテストで、あなたは、ご

自分が人より多く見つけられて、観察力が優れていると喜んでみたり、簡単なことでも

間違うことがあるものだと気づかれているでしょう。 

 

統計の基本 

 

 私たちは、サンプルの仕方を勉強することによって、取得したサンプルが的を得たも

のであれば、大きな母集団の持つ対象物（人口または宇宙）について、その概略をいう

ことができます。我々は、単位が正しく、サンプルが描く母集団の本当の性質に近づく

ためにサンプルに含まれる要素を慎重に見なければなりません。サンプルがきちんとさ

れ、観察が正確ならば、統計方法によって私たちは、母集団の特徴をパーセンテージで

推定することができます。その上、信頼を我々の判断に置くために、その予想は所定の

正確さの範囲内であります。 

 技術的には、統計と確率は異なるものですが、それでも相互に置き換えて使われます。 

統計は、帰納法を基本した事実の収集と仕分けです。確率は、特定のプロセスから起き

るだろう結果を数ある機会の中から推論するための科学です。大半のロジスティクス上

の問題は、統計と確率の両者要素を包含しています。例えば、自動車のスターターの製

品寿命をテストするとき５万回以下のテストでは故障は発生しませんが、５万回から 

１０万回の間では３％の率で故障が発生します。このことから、私たちは５万回までの

スターター使用では、どのような自動車でも故障は発生しないでしょうということと自

動車の寿命関係の故障の詳細について予測できることになるのです。統計とは、事実を

掴むプロセスであり、確率とは、これらの事実を基本に結果を類推するためのプロセス

です。母集団は有限でもあり無限でもありえます。例えば、第一シフトの間、生産され

る全てのプリント回路基板の母集団は固定数ですが、コインの連続したトスの全ての可

能な結果（頭と尾）の母数は無限です。結論をサンプル分析に基づくように考える統計

の世界では、帰納的統計学または統計的推論と呼ばれています。そのような推論は確実

であるとは捉えがたく、私たちは結論を述べるために可能性表現を使います。 

 変数は一連の価値を持つものと見られるもののシンボルであり、変動するもの中の 

ある領域(ドメイン)のことです。変数が唯一のものしかない場合は、これを定数といい

ます。ドメインの中のある論理的に関連付けられた数を連続変数といいます。また、異

なるものを不連続変数といいます。測定は一般的には連続するデータですが、計測値そ

のものは不連続です。例えば、１０キログラムの箱の中のボルトの数は、５０人の人々

が連続的なデータを供給するまで不連続でしょう。 

 

 



 

 科学的な記法は、１０の前後に多くのゼロを付記して表現しています。 

例えば・・・ 

 １０
   １

＝１０   １０
   ０

＝１．０ 

 １０
    ２

 ＝１００   １０
  - 1

=０．１(十分の一) 

 １０
   ３

＝１，０００  １０
   -2

＝０．０１(百分の一) 

 １０
   ６

＝１，０００，０００ １０
   －６

=０．０００００１(百万分の一) 

 数字を pと qとに置き換えて、次の公式を使います。 

    

  )10)(10( qP = qp10  

  qpqp 1010/10  

 

 ここで、 p10 の pを指数と呼び、１０を底と呼びます。正の数は１０のべき乗で表し

ます。 pN 10  のごとく使用します。 pを N の対数と呼び、１０または N の常用対

数といいます。そして、 Np log または、 Np 10log と記します。 

 例えば、1,000= 310 、log1,000=3 。同様に、0.001= 210 、log0.001=-2 。 

全ての正の数の対数は１から１０までの間の数で対数表示します。対数表は科学や数学

の大半の教科書の中に表として掲載されています。 

 底eの自然対数は、ロジスティクスでよく用いられます。e =2.71828・・・ 

303.2log Ne  N10log でN >0。 λe はしばしば、信頼性値と呼ばれています。 

λe の値は参考資料として、多くの本に付記されています。 

 

度数分布 

 

 大半の生データは、提供する情報により構成されなければなりません。データ配列は、

昇順や降順に並べ替えられます。最大値と最小値の間を分布といいます。１０から２９

の数字の分布は１９となります。 

 データをカテゴリ別にいくつかのクラスに分けて、このクラス内での発生頻度ごとに

表示することは有効です。このように表にまとめることを度数分布と呼びます。 

度数分布により区分されたデータをグループ化されたデータと呼びます。データのグル

ーピングにより、紛失したデータとの間に何らかの関連性はあると思われますが、全体



のデータを明確にし、把握することは重要なデータの関連性を掌握することができるこ

とにつながります。一般的な度数分布を形作るときのガイドラインを次に示します。 

１．分布の中の最大値と最小値を見つけなさい。 

２．分布をいくつかのクラス分けを行い皆同じサイズになるようにしなさい。クラスの 

 中間値が検出されたデータの一般的な表裏の形になれば好ましいといえます。 

３．検出データ数を数えて各クラスの中に入れ込みます。 

 

 度数分布は、ヒストグラムや度数多角形で図示されます。  

 いくつかのサンプルデータを図示しましょう。ガソリン１ガロンあたりの新車の平均

走行マイル数（ＭＰＧ）のデータです。 

 １７,１８,１６,１９,１９,１８,２４,２３,１９,１９,２０,２０,２２,２０,２２ 

 最初に、これらの数字を昇順で並べ替えますと: 

  １６,１７,１８,１８,１９,１９,１９,１９,２０,２０,２０,２２,２２,２３,２４ 

 この分布は、２４－１６＝８となります。このマイル数は、運転者にとっては価値の

あるものであり、各ＭＰＧはクラス分けされます。このヒストグラムのプロットを、図

６－２に示します。関連する度数分布は単純に全体の分布(15)を利用して、各クラスに

データを分けることで作られます。すなわち、１の起こる確率は=1/15=0.067=6.7%とな

ります。ＭＰＧ19の確率は、4/15、0.267あるいは 26.7%であるといえます。 

 これは、図６－３に示すように、累積分布として示すことも有用です。 

 分布形式は、実データから作られ、次のような特徴のある姿となります。 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央値の傾向測定 

 

 ベル型カーブが示しているのは、中央の最大値から同じ分布を持つ特性のあるデータ

 

 

 



分布であることを表しています。この標準的なカーブは、片側のカーブとして示されて

いる実数、メディアン、モードが全て同じであることを示しています。算術平均または

平均値が、昇順または降順にデータが配列されている中で中央に位置していることを示

しています。平均値は中心傾向の測定値です。平均値の実数は X で表記します。もう

一つのシンボルとして、ここでは総和を(ギリシア文字のシグマ)Σで表記します。 

平均値は、 

          X N

X

N

XXXX N
N 
 1321 .....

 

 

 実数が、7,4,5,9,10の場合は、 X =(7+4+5+9+10)/5=35/5=7 

 重み付けは、数字の意味により適用されます。例えば、複数選択や成否選択より難し

い空欄を埋めるような質問です。空欄が 3、多数選択が 2、成否が 1、とポイント付け

します。wを重み付け、 X を問題数とします。 

     









w

wX

www

XwXwXw
X

k

kk
)(

.....

........

21

2211  

e.g.,     40
6

240

123

)70)(1()40)(2()30)(3(





X    

 

大きさで配置された数字の中央の値か又は、均一なグループの数があったときの二つの

中間値の平均が中央値となります。例えば、4,5,7,8,9 の中間値は 7 です。数

4,5,7,8,9,11の中央値は、(7+8)/2=7.5となります。 

 一組の数の中のモードは、最も現れる数字のことです。モードは単独でもなくユニー

クな値でもありません。図６－２のヒストグラムの中では、４回現れている数字として、

この場合のモードは１９となります。幾何学的で調和的な平均値が時折使われますが、

ここでは言及しません。平均二乗偏差値(R.M.S.)は、物理の応用分野で使われています。

また、より一般的に標準偏差と呼ばれ、ギリシャ文字の小文字のシグマσを母数として

表現し、サンプルを sとして記述しています。 

 

   
N

)X-(X

s

N

1J

2

j


N

)X-(X 2


N

X


2

2)( XX   

 

ここで、数 7,4,5,9,10を上の式に代入します。 X 7としますと 

 



  
5

32230 22222 
s

5

94490 


5

2 6
 2.5 =2.28 

一組のデータの偏差は標準偏差 )( 2s の平方根で表します。しばしば、記号の 2s はサン

プルの偏差を、又、 2σ は母数の偏差を表します。 

 正規分布の 68.27%の曲線下の領域は、ひとつの標準偏差値ともう一方の標準偏差値

の間の値 )%27.68( sXsX  を示しています。２シグマの場合は 95.45%で３シグ

マの場合は、99.73%となります。多くの場合は２シグマを管理可能の限界としています。 

図６－４に正規分布曲線下の標準偏差領域を示します。 

 測定された値の合計値の関数として、分散を測定するために、分布係数又は分散係数

が用いられます。 

     分布係数 XSV /  

分布係数は通常パーセントで表示されます。それは使用されるユニットとは単独で、異

なるユニットとの分布比較に有効です。 X の値が大変小さければ、V は実効値とはな

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

確率の基礎 

 

 事象の確率は、数字の 0と 1で表します。事象が発生しなければ、確率は 0です。事

象が必ず起こるならば、1 となり、それは確かさと呼ばれます。事象が起こりえる(成

功する)確率を記号 pで表します。そして、事象が起こりえない(失敗する)確率を記号q

で表します。 1 qp となります。起こっている事象に成功した確率は qp : で、そし

て、失敗の確率は pq : と表します。例えば、サイコロを一回振って、３か４の目の出

る確率では、 1:2)3/1(:)3/2(: pq 、これを２対１と呼びます。事象 Eが総計n回

のうち h回発生したとすると、 .1/1./ pnhqnhp  となります。集合論は確率

の条件的なもの、独立的なもの、依存的なもの、又は相互に排他的なもののカテゴリー

付けに用いられます。条件付の確率は、もしも 1E が起こっていれば 2E が起こるような

意味合いです。これは  12 EEp 、又は  12givenEEp と表わします。 1E が起こるか起こ

らないに係わらず、 2E が変わらないとき、その事象は独立的であるといい、さもなけ

れば依存的といいます。 1E と 2E の事象が両者共に起こるとき、これを積事象といいま

す。 

 私たちは、白いボールが３個と黒いボールが２個入っている箱を想像すると、このこ

とを思い描くことができます。もしも私たちが引いたボールを取り替えずに行った場合、

最初に引いたボールが黒、二回目も黒、というように両方とも黒になる確率はどうなる

でしょうか？ 1E を最初に黒が出る確率とし、 2E を２回目の黒の確率とします。 

  5/2)23/(2)( 1 Ep    4/1)13/(1)( 12 EEp  

   10/14/15/2)()( 12121  EpEpEEEp  

 相互に排他的な事象は、１組のトランプからカードを１回に１枚抜き取るようなイメ

ージを描きます。 1E を"１組のトランプからクイーンを引くこと"として、 2E を"キン

グを引くこと"としますと、１回に両方のカードを引くことはできません。(１組のトラ

ンプには各々４枚入っています) 

 

13/213/113/1)( 2121  pEpEEEp  

 

 私たちが、事象を変更し 1E は"クイーンを引く確率"として、新しく 3E を"ハートを引

く確率"として新しく設けると、 1E と 3E は相互に排他的ではありません。クイーンのハ

ートは両者の要件を兼ねています。そして、その他クイーンもハートも両者の要件には



適合されません。クイーン又はハートを引く確率 pは: 

       
13

4

52

16

52

1

52

13

52

4
)( 313131  EpEpEpEEEp  

 単独の確率分布は、変数 X が合計で１となる確率 pとは、独立しているものと見なさ

れる数値の場合に成り立ちます。変数 X が与えられた確率に対して、実数を与えられ

ることが確かであるならば、それを単独の確率変数と呼びます。確率変数は、機会変数

とか stochastic variable(確率変数)としても知られています。例えば、私たちが一組

のサイコロを振った時に２つのサイコロの目の合計値を X で表し、その値の出現する

確率を )(Xp として表しますと: 

X  1  2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12 

)(Xp  0 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 1/36 

(ex.5  1&4,2&3,3&2,4&1 の４通りがある これから全通り 36の比として 4/36となる)    

ゾロ目で出る確率は３６回分の１回です。幸運にも最初の振りでゾロ目が出る人もいれ

ば、３６回やっても出ない人もいます。それでも３６０回など数多くの回数をこなせば、

３６分の１や３６０分の１０の可能性が見えてきます。その確率は０．０２７と記述す

ことができます。 

 確率変数は、既に述べた相対的な度数分布とまったく同様である点に注目してくださ

い。確率変数は、母数の総体を表現しているがごとくに考えられており、相対的な度数

分布は大きな母数から取り出したサンプルを表現していると見られます。 

 複雑な事象が起こせる多数の方法があるので、組み合わせ論の使用は計算をより効率

的にします。ある事象が 1n 通り発生し、関連する事象が 2n 通り発生する場合の両者が

起こりえるのは、 21nn 通りとなります。例えば、ロジスティクスの監督者候補が３人、

またサービス監督者候補が４人いるとしますと、二つの候補は、３×４＝１２通りの人

選となります。 

 数の階乗(!で表す)の意味は、それより少ない数を掛け合わせする意味です。 

５の階乗は、５！＝５×４×３×２×１＝１２０ となります。なお、０の階乗は、 

０！＝１となることに注意してください。異なるn個の母数から r個取って並べる順列

は、nP rと表します。並び順が大切です。 

  nP r
)!(

!
)1)........(2)(1(

rn

n
rnnnn


  

順列 nPnは !n と同じ。 ZYX ,, の文字を同時に２つ選び出す順列の数は 23 P ＝６となり

ます。それは、 ZYZXYXYZXZXY ,,,,, の６つです。 

 組み合わせの数は、同様ですが順番を気にする必要はありません。 

  
!)!(!

!

r

p

rnr

n
C rn

rn 


  

上の ZYX ,, の２つの文字の組み合わせは、 3!)3(23  ／２２C  となり、組み合わ



せは、 YZXZXY ,, となります。ここで XY は、YX と同じ組み合わせであり順列とは

異なる点に注意してください。 

 ベン図はオイラー図とも呼ばれ事象の関連を図示します。 

両方の事象のいずれかが起きるとき、 21 EE  の場合 21 EE  と表記し、和事象と呼び

ます。一方、積事象は、 21 EE  と表記し、その意味は 21EE (両方の事象が同時に起き

る)です。決して起こらない事象はで表し、空事象と呼びます。 

ベン図では、全ての起きえる事象を長方形のように、その結果領域として図示します。

独立した結果領域は重ならないようにします。交わっている領域は近似的な確率であり

ANDを意味します。一方、ORの機能としては、＋の記号を用いて、 )24( p のように表

わして、 or2)4(p を意味します。図６－５にクイーンとハートを引く初期の確率を図示

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分  布 

 簡単な分布は二項式で、１７世紀の発見以来、よくベルヌーイの公式と呼ばれていま

す。接頭辞 bi は、一般的にイエスかノーの二者択一を意味します。コインを投げで表

と裏の出る確率は、ともに０．５です。もしも私が賭けをしたら、あなたのコインの表

が出る確率は、 5.0yesP  そして、出ない確率は、 5.01  yesno pp  。 

  N 回やって X 回表が出る確率は、
XNX qp

XNX

N 
 )!(!

!
 

 

 例えば、６回振った中で２回表の出る確率は、   64/15)5.0()!4(!2/!6 6   

 

ハート 

クイーン 

全部で５２枚のカード 

 

 

 

            図６－５ 

 ベン図はハートとクイーンを引く関連を図示しています 



６回の振りに対して、最低限４回表の出る確率は、15/64+6/64+1/64=11/32となります。 

二項式の計算の簡単な方法は、成功よりも失敗を解く事で見出すことができます。予測

されることとして、二項式の解は、 pN と表します。コインを１００回振った場合

は、100×0.5=50の表の数。標準偏差は、 pqN  または 5255.05.0100   

となります。 

 既に一部について記述済みですが、正規分布は最も重要な連続確率分布です。大半の

統計学の本には、平均値からの変位 z の正規分布カーブに於ける領域と選択されたポイ

ント yの縦座標についての表を掲載しています。もしも、 N が大きな値で、 pと qが

両方とも 0にならない場合は、二項分布は正規分布に限りなく近似します。 

 自然対数分布は、保守修理時間の最も代表的な形です。これは、いくつかの修理が 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューズ交換や線材の接続不良による、単純で短時間に対処できるからです。大半の修

理はより時間を要すると共に、一般的には部品交換を必要とするために更に時間が掛か

るものです。図６－６に、平均値、モード(最も出現する値)、メディアン(中位数)とい

う全ての異なったポイントを示します。メディアン(中位数)は、自然対数分布の等比中

項(geometric mean)でもあります。 

       ctM
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=等比中項=真数
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許されうるダウンタイムの最長時間として 95 番目の百分率をして、理想とする値とし

てしばしば言われています。 
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 事例として、30項目の保守活動に対する修理例の時間記録を表６－１に示します。 
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全ての ctM 値の対数の標準偏差 337.0114.0
130
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最長時間.95 185840.184)]337.0645.1(712.1log[  anti  

昨今、大半の方々は対数や antilogに対して認識が薄いと思いますが、専用のポータブ

ル計算機のボタンを押せば、望む答えが出せます。 

 

   表６－１ 修理時間記録 



仮に正規分布のごとく分析が誤ったとしても、同じ数字を 71 の平均値として捉えるで

しょう。この値は、正しい数値の 37%高い値となります。そこで、正しい分析フォーム

と自然対数を使うことの複雑さを増加させます。 

グラフ用紙に値をプロットしていくことがパターンを見つける早い方法です。そして、 

メディアンと予測されるモードと管理ポイントを指摘できるでしょう。図６－７に修理

時間をプロットしたものを示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ポアソン分布は、保守領域では大変使い道のあるものです。それは待ち行列と到達時

間が elog 自然対数と定数に従います。 

    ......)2,1,0(
!

)( 


X
X

e
Xp

x 
 

変数 )(Xp は、大半の数学の本に掲載されている
e 表または対数を使って計算します。 

ポアソンでは、   を平均値とします。標準偏差   。ポアソン分布は、少なく

とも 50 回以上のトライアルで 0Np の場合の偶発的な事象に対する二項分布として、

ほぼ同様と捉えられます。 

 ワイブル関数は、最も柔軟性があります。それは、最低寿命（λ）,個別寿命、63.2

パーセンタイル（η）とシェイプ指標（β）のパラメータを含んでいるからです。 

         ワイブル関数 











 




)(exp1  

 

 



ワイブルデータのプロットには、専用のグラフ用紙を用います。倍の対数関数的変化は、

一次関数を与えます。χ=寿命時期。χにはワイブル分布があるとき、ln｛1/[1F（x）]｝

対 lnは（χ-γ）直線を与えます。ワイブル用紙の縮小版のサンプルを図６－８に示し

ます。ワイブル用紙の他のフォームのものも手に入ります。横軸は一般的に２つの対数

領域を持っています。より広い領域が必要な場合は、用紙をテープで貼り付けて広げれ

ば事足ります。用紙の上の記入欄は、シェイプパラメータβと平均値μを示します。 

 信頼性と保守性もまたは、指数とγ機能を利用します。指数関数は、特に電子部品の

故障率を表すのに活用されます。故障率と危険率の違いは、密度比較の重要な要素です。 

定常的な危険率は、時間には依存しません。一方、一般のガウス密度と危険率は、時間

と共に増加します。ワイブル危険率は密度機能のパラメータにおける時間的依存により

増加したり減少したりします。一定の危険率は、寿命に依存しない故障の可能性を言う

もので、質が低下することではありません。指数関数的に、平均値より先立ちイベント

が６３％の発生率で起こり、残りが３７％となります。一方、寿命により質が低下する

装置は危険率が増加するような密度的機能性を有しているものと言えます。危険率を低

下させるためには、装置が年代を経るごとに改善されなければなりません。僅かなもの

ですが、年を経るごとに熟成するワインのように向上するものがあります。 

 危険率または瞬間の故障率は、一定期間ごとにゼロに近づく故障率の限界値のごとく

定義されます。危険率と故障率の例えは、自動車を使った家族旅行で１２０マイルの距

離を３時間で走りきることを思い浮かべてみると想像がつきます。彼らの旅行の平均走

行距離は、１時間当たり４０マイルでした。それでも、ある時は、それより速く、また、

遅く走ることもあります。例えば、スピードはスピードメータで確認できます。 

平均４０マイル/時間は、故障率に相当し、特定時間のスピードは危険率に相当します。

危険率の記録紙は、指数関数表記、一般表記、長時間一般表記、特別表記そしてワイブ

ル関数に対応しています。 

 

 カーブフィッティング 

 

 変数における数学的な関連性を決定することは、しばしば望まれることです。変数を

結びつける関数を決定する初めのステップは、考えながら変数として価値を持っている

データを収集することです。例えば、学校の子供たちの身長と体重を、各々 X およびY

と仮定します。そして、サンプリングされた生徒の数をN としますと、 

生徒の身長は、 NXXX ,....., 21 であり、対する体重は、 NYYY ,......, 21 となります。 

 次のステップでは、 NNYXYXYX ,...., 2211 を長方形の座標軸にプロットしていきます。 

座標をプロットした図を散布図と呼びます。その図を見たとき、データを概略の滑らか

な曲線で描くことができることを気づきます。もしも、データのラインが直線状であれ

ば、私たちは一次関数的な関係があると言います。もし、直線的関係が無ければ、非線



形な関係(一次関数的ではない)があると言います。散布図を眺めて特定のカーブの形が

見出せないときは、変数を指数で表すと良いかもしれません。例えば、 Xlog 対 Ylog の

散布が直線的な関係がある場合、適合できる用紙は等比数列表現ができるものとなるで

しょう。片対数グラフ用紙は、ひとつの軸が対数目盛りとなっており、また両対数グラ

フ用紙は、縦横軸共に対数目盛りとなっています。 

 プロットした点を曲線として示してゆく方法は、最小の偏差をとる方式で行います。 

大半のデータはカーブと直接適合はしませんので偏差が発生します。一番良い描き方は

各々の偏差の平方根の合計が最小となるようなカーブです。この意味は、次の式の値が

最小になることです。       22

2

2

1 ........ NDDD  

回帰は、Y の値から与えられる X を求めるために使われます。また逆も同じです。1つ

の変数は依存しているといい、他は独立しているといいます。一般的には、回帰線や 

X におけるY の値は、Y における X の値と同じではありません。なぜならば、X を非

独立で水平軸の変数として示した場合と、Y を非独立として垂直軸で表した場合とでは 

異なるからです。時間軸は、目的を予測して推定することに非常に役立ちます。 

 

基本的なサンプリング 

 

 サンプリングの理論は、母集団とそこから取り出すサンプル関連付けの研究です。 

サンプリング理論は、試作ロットからの２つのサンプルが際立って異なっているときの

選択に役立ちます。または、その相違は変動の機会としてみるかです。未知の母集団量

の判断は、サンプリング理論により支えられるのかもしれません。一般的に、母集団に

関する推論の研究は、確率論を用いた推論の正確性を表すものを携えて、その母集団か

ら抽出されたサンプルを使用して行われます。これを統計的推論と呼びます。 

 どのようなサンプルでも描かれた母集団の代表を選ばなければなりません。サンプリ

ングの方法と関連する課題の研究は、実験の設計と呼ばれています。代表的なサンプル

を手に入れる一つの方法は無作為サンプリングと呼ばれています。乱数表が選択条件を

等しくすることを手助けします。多くの計算機が乱数生成機能を持っています。他の方

法は、箱の中に番号や文字を書いた紙切れを入れて、それを引くやり方です。紙を良く

かき回して、紙切れを引くことにより対応するサンプルを選び出すのです。 

 サンプルを母数の中から引き当てたら、それを戻すか戻さないかの選択があります。

もしも引き当てたサンプルを元に戻すと、再度それを引くことがありえます。このプロ

セスは、入れ替えサンプリング（sampling with replacement)と呼んでいます。 

 母数は有限かもしれませんし無限かもしれません。入れ替えサンプリングは、無限の

母数の中からサンプリングするように考えられており、それ故サンプルが移動し消費さ

れることは決してないものと仮定しています。大変大きな有限な母数は、サンプリング



抽出では無限の母数のごとく考えられるかもしれません。 

 20 台の装置が 100 台の束からとられるならば、それは有限母数と考えられます。私

たちが２０回コインを投げて表が出た数を数えたら、私たちは無限の母数からサンプリ

ングしています。 

 母数はN ＜30 により、より大きいか小さいかによりクラス分けされます。これは、

小さなサンプリング論と呼ばれ、少ない母数に対して適用されます。２つの重要な分布

は、学生の t分布とχの二乗分布です。これらの分布における表が入手可能です。それ

は要求される tと の自由度の割合に基づきます。自由度の数字は、統計値であり の

文字で表します。またサンプル数 N からサンプルから評価される母数のパラメータ k

を差し引いたものと定義しています。 kN   

 

評 価 

 

 実用的な見地から、母集団からの抽出サンプルにより、母集団のパラメータを評価す

ることは大切なことです。単一の番号で与えられる母数のパラメータは、推定値と呼ば

れています。並んでいる２つのポイント間のことを区間推定と呼びます。区間推定は、

評価の正確さと精度を示しており、それが故に推定値よりも好まれています。評価の誤

差や精度に対する提示を信頼性といいます。 

 信頼区間(confidence interval)は、与えられた帯域内での本当の価値を見出すこと

を予測することを表すのに使われます。信頼とは、一般的に５０％から９９．９％まで

の範囲をパーセントで表します。信頼区間は、母数の、平均値、標準偏差、差、合計な

どのパラメータを含みます。信頼の用途は、現実のニーズよりも産業界の総会や要求仕

様に関連する事柄です。誰かが９５％の信頼だといえば、他の者は９０％で幸運だとい

うかもしれません。一般的には、より高い信頼を得るにはより多くのサンプルと費用そ

して時間が必要となります。 

 

意思決定の理論 

 

 新しい改修が古い版数よりも優れていると判断したり、ある訓練方法がもう一つのも

のよりも優れていると決めるとき役に立ちます。そのような意思決定を導くために、私

たちは、そのことを受け入れるか拒否するかの判断目的のために仮説と呼ぶ仮定をおき

ます。例えば、コイン自身は、責任をもって好む表や裏を出す訳ではありません。私た

ちは、コインはテストにおいて、表が出る確率は公平に 5.0headsp という仮説を立て

ます。アイテムには何らの違いが無いことを示すことを帰無仮説と呼び、 0H と表しま

す。これは、同じ母集団の中からサンプリングする上では、何ら違いはないとすること

を意味します。仮に私たちが、コインを２０回投げて１６回表が出たら、これは公平で



はないと私たちは言うかもしれませんが、例えそうであっても悪いのは私たちでしょう。 

仮説や決定ルールの検証、それらの確認テストは意思決定を導くために用いられるので

す。 

 二つの種類の間違いを起こすかもしれません。それを受取らなければならないときに

仮説を排除すれば、タイプⅠの間違い。それを排除しなければならないのにも係わらず、

誤ったものを受取ってしまうことを、タイプⅡの間違いとします。タイプⅠを、αまた

はアルファエラーと呼び、タイプⅡをβまたはベータエラーと呼びます。略語のＢＡＢ

(ベータは誤りを受入れる)は、覚えやすいです。一方、誤った決定を行った場合です。

両者のタイプのエラーを減らすための唯一の方法は、サンプルの量を増やすことです。

これは現実的には困難ですので、妥協することでより重大な問題に発展することになる

かもしれません。三つ目のタイプのエラーは、チャーリーエラーと呼ばれ、誤った問題

に近づく要素から構成されています。統計上のエラーではないものの、チャーリーエラ

ーは、保守性や保守の世界では現実的な課題となります。 

 与えられた仮説の検証では、私たちが望むものは、タイプⅠのエラーをリスクとして

得ることを望む、最大限の可能性について、そのことを検定における有意水準と呼びま

す。まれに１％または、より大きな値となるかもしれませんが、５％または０．０５が

一般的です。０．０５のレベルとは１００回の内５回は受け入れるべき仮説を排除する

かもしれないということです。同時に、私たちは９５％の確率で正しい判断ができるこ

とを意味しています。また、０．０５の率で仮設は否定され私たちは０．０５の率で誤

ることになるということです。 

 正規分布の要素を含んでいる検証は図６－９のごとく図示できます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私たちは、仮説が正しければサンプルの統計は、-1.96 と+1.96 の間にあり、その確

かさも 95%であると確信しています。その為に何かのテスト結果が中央帯の外側にある

と、5%の領域レベルで仮説を排除しようとしています。一方、それでも私たちは仮説を

受け入れようとします。もしも 0.01のレベルまで重要事項として決定したいのならば、

 



単純に±1.96を±2.58に置き換えるだけです。その分布曲線の下の領域は－２σと 

＋２σであり 95.45%になります。 

 図６－９の正規分布曲線は、両側検定を示しています。それ以来、私たちは両側の高

いところと低いところの先端に興味を抱いています。しばしば、私たちは単に極端に高

いところや低い先端にのみ興味を示すことがあります。この片側の検証が片側検定です。 

zにおける片側か両側検定かの価値を見出すには表を活用することになります。 

 操作の特性曲線（ＯＣ）は、タイプⅡのエラー発生の確率を表す図です。このＯＣ曲

線は品質管理や試験の力量を示すための実験設計に用いられ、どのような量のサンプル

数を用いるのかを示すために使われます。 

 

ベイズの定理 

 

 １７６３年トーマス・ベイズは、事象 nuuu ,...., 21 が相互に排反で、もう一つの事象 A

により、付随されると仮定すると; 
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 私たちが自動車のエンジンの平均寿命を図で表し予測すると、5,000時間となります。

私たちの実験を説明します。 

 

--- 平均寿命は 80%の確率で 5,000時間が正しいと確認。 

--- 15%の確率で 2,500時間の寿命の短いものがある。 

--- 5%の確率で更に 1,000時間の極端に寿命の短いものがある。 

 

 この三つの事象を 32 ,, uuu とします。予測される平均寿命を iu とします。提案された

テストプログラムは、1,000 時間 11 台のエンジンを各々動かし、終了した時点で 4 台

又はそれ以下の台数が故障した場合、平均寿命は 5,000時間とします。我々は指数分布

をなすものと仮定し、実質の平均が iu というテスト結果が曲線上を通過する確率を見出

すべく操作特性曲線（ＯＣ）を計算します。これらの確率は )/( iuAP とベイズの定理で

表します。纏めると次の表のごとくなります。 

 

  iu   )( iuP   )/( iuAP  

  5,000  0.80  0.966 

  2,500  0.15  0.720 

  1,000  0.05  0.065 

 



 テストは監督されてパスしました。私たちは要求に合わせてその確率を次の式により

求められます。 

87.0
)065.0(05.0)720.0(15.0)966.0(80.0

)996.0(80.0
)( 


 passedtestuP  

 

 このように、そのプログラムは当該デザインが必要条件を満たすことを 87%保証しま

す。同時に、もしもそのデザインが劣っているなら、10%の抜けがあるということを示

します。ベイズ定理の応用は、それが適用できるとき、過去の経験を価値あるものとし

て論理的に評価する機会を提供するかもしれません。 

 ベイズ定理の応用と型通りのデータ分析との間では論争があります。ベイズの定理の

利用は、次のようなときに有効といわれています。それは、その問題に対処するために

貴重な人材、時間、金銭を投資する前に、事前情報や何が起こりえるのか、それが起こ

ると何をすることができるのか、ということを検査することに意味があるものと考えら

れています。 

 

報 告 

 報告のスタイルは、基本的には数字や図で表すことです。保守性と保守の目的には 

円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ、管理図が関連性の規模を表現し、どのような傾向

が起きているのか、どのような結果が受容できまたはできないのか、を示すことができ

ます。報告の目的はコミュニケーションです。報告内容は、必要な人には簡単に参照で

きなければなりません。保守性と保守の情報公開の良好な方法は、作戦室を持つかまた

は少なくても現在の情報を示す掲示板を持つことです。一般的には、保全性の高い情報

は公開できませんが、できるものは全て公表するべきです。設計者の部門近くのコーヒ

ーマシンに傍などは、彼らの注意を喚起したり一杯のコーヒーを通じて話し合うことが

できます。 

 報告の主たるテーマは通常と特別な情報です。表６－２に代表的な日常の数値情報を

示します。この小さなスクールバスのための業務報告は意思決定を促す主要な情報を示

しています。この報告の主要な情報元は各々のバスの運転手です。彼らはガソリンタン

クが満タンになったときやオイルを車に注入したときに報告を完了させる。保守部門の

監督者は、修理内容や一ヶ月単位にできる月末の走行距離計の記録を報告として纏めま

す。目標値が各項目毎に設定されます。そして、目標値から際立って異なっている(VFT)

おり、下回っているものを識別します。どのバスでも際立って相違しているものに関し

て、注意深く必要となっている保守行為に問題があるのか、または多分に処分されてい

るのかをチェックされることになるでしょう。 

 このような報告の方法は、部品や消耗品の管理上著しい向上を見ることがあります。



過去には、ガソリン、オイル、スパークプラグについて、本来のバスのためではなく自

分の車に使っていたことが判明しました。興味深い改善項目として、１マイルあたりの

ガソリン消費量（ＭＰＧ）があります。バスの中にはほんの３ＭＰＧのものが突然５Ｍ

ＰＧＢになったり、今バスのガソリンタンクに行くところですと、言ってみても全ての

ガソリンは記録されているのです。バスは１,０００マイル単位に１４クオータのオイ

ルを食うようになると保守が必要です。標準値からの際立った変化や大きな相違は、修

理と運用費に対して、将来必ずや更なる投資を招くことになります。このような報告は

それ自身では解決策とはならないかもしれませんが、保守や事業運営の管理上、大きな

変化をもたらすことを示す情報となります。 

 

    表６－２ 

   スクールバスの保守報告 

  車両   走行距離計    ガソリン        オイル         修理        作業費 

No.  Yr.  Mo Mi VFT Mi  MPG Mi VFT Mi  Qt/K  VFT    MTD$  VFT$     Mo  Avg 

10  1990   719 -281    4.0  -0.6    1.4  -2.0   260.86  379.14   0.111  0.132 

15  1991   548 -452    3.3  -0.3   14.0  11.7   201.05  438.95   0.187  0.166 

20  1992   976  -24    3.8  -1.1    1.0  -1.1   236.19  403.81   0.132  0.114 

25  1993  1250  250    5.1   0.2    0.0   0.0   259.03  380.97   0.095  0.112 

30  1993  1065   65    5.4   0.3    0.0  -1.8   187.82  452.18   0.094  0.111 

 

 

 特別な報告は、製品の導入段階、新しい改修内容の現地試験適用時、初期の工場や現

場での問題発生時に於いて必要となります。タイムリーな運用が重要です。それ故、報

告媒体も電話によるホットライン、直近のメールボックスへのノンカーボンのセルフメ

ーリング書式による迅速な運用、更にはより詳細な記述文書が必要となるかもしれませ

ん。 

 保守性と保守報告は、目標を明示すると共に目標に対する評価結果を示さなければな

りません。そして、何が確実な、または関連するデータなのかを決定することが重要で

す。たとえ、確実なデータを取得できたり他の装置や生産者比較が出来たとしても、実

現するのは大変困難です。多くの激しい論戦がそのデータが正確なものだったかどうか

について展開されています。あるいは、まったく関連は薄いものとして扱ってきた関連

事項を利用することが、稀に有益となることがあります。個別データと同じように、累

積されたデータをプロットすることにより、傾向を図形化することが有効である場合も

あります。更には、大きな総枠のデータを利用するよりも、私たちの多くは変化や例外

事項が発生しても仕事を何とかこなすことができます。目標設定と管理限界は、個々の

問題に旗を立て、直接的に注意を喚起させることにより実現できることであり、だから



こそ多くの影響度の少ない問題に惑わされること無く、数少ないより重要な問題を解決

できるようになるのです。目標設定をしなさい。優先付けをしなさい。そして変化を乗

り切りなさい。 

 

まとめ 

 データ収集、統計分析、そして報告は保守性と保守に対する絶対に必要なスキルの一

つです。そのことに対して、専門家になる必要はありませんが、基本を理解することや

どのようなときに専門家に相談する必要があるかは心得ておくことが大切です。ここで

述べた事項は、章の項目をカバーするため、必要最小限として、幅広く、浅くもありま

す。より詳細な情報を望まれる学生諸君は、基礎的な統計学、意思決定プロセス、検査

設計、多変量解析について大学課程を履修することが良いかもしれません。ベイズの定

理、管理図法、コンピュータ・プログラミング、データ処理技術、その他応用分析やデ

ータ処理学科などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



復習問題 

1.保守性と保守に対する一番柔軟性があり便利な確率分布は: 

a.ポアソン分布 

b.ワイブル関数  

c.二項分布 

d.正規分布 

e.危険分布 

 

2.意思決定により開始される情報システム分析は: 

a.プロセッサにより要求される分析 

b.要求される入力事項 

c.要求される出力事項 

d.フィードバック・ループ 

e.現在の情報の信頼性 

 

3.保守費用における大半の詳細記録が一般的に__により保たれています。 

a.彼ら自身の装置をサポートしているリース会社 

b.小さな家庭用機器メーカ 

c.自動車のサービスセンター 

d.海に浮かぶ軍用艦 

e.コンピュータの保守技術者 

 

4.データの有効性とは: 

a.メッセージを歪めるような要素の量 

b.何のデータが私たちが考えている意味に合致しているかの度合い 

c.一つの一連の測定値から次のものへ続くデータの繰返し率 

d.ユーザデータの無視 

e.コスト対利益率 

 

5.人が分析する代わりにコンピュータを利用することによる主な向上内容は: 

a.短い繰返し時間 

b.特別な計算を素早くこなす能力 

c.信頼が置ける様に映るプリントデータ出力 

d.入力データの高い妥当性 

e.一貫した数学的正確性  



6.設計ガイダンスは、出来合いの分析よりも効果的であることがある。 

a.分析者は問題と分析過程での潜在的な解決策を認識する。 

b. もう一人は、「ここで発明されなかった」症候群を最も克服することができます。 

c. 分析法の正確さと完全さは、手作業を加えてより良くなります。 

d. 人々は、コンピュータ内でプログラムされることができることよりも、遥かに多く 

 の要因を考えることができます。 

e. コンピュータは、結果を解釈させることにより簡単にプログラムされます。 

 

7. より大きなグループの声明として形作るために、詳細な情報の収集のために観察対

象となる単位のサブセットは、_____と呼ばれています。 

a.ドメイン 

b.信用 

c.世界 

d.変数 

e.サンプル 

 

8. 値の定められたセットのどれでも使うことができるシンボルは、_____と呼ばれます。 

a.定数 

b.統計値 

c.変数 

d.対数 

e.頻度 

 

9. 個々の度数分布と同様に累積的な分布としてデータをプロッすることは: 

a.最低でも三倍の労力が必要です。 

b.不必要なコストを増加させます。 

c.通常議論を混乱させます。 

d. しばしば、重要な率変化を明らかにします。 

e. 冗長性の慣習になりやすいです。 

 

10.標準偏差は___を測定します。 

a.分散の中央点 

b. 平均の定められた距離の範囲内のカーブ域のパーセント 

c. 加重効果を加味したパーセンテージ 

d.頻度が一番多く発生する数字 

e. 最低限から最大限への変数の分散 


