
 保守部品のユニークな特質 

 

 製造部品と保守と修理に使用する部品とを比較すると、少なくとも 21項目の特質的相違

があります。製造部品については近年注目されてきました。日本のカンバン方式などジャ

スト・イン・タイム方式や向上された資材要求方式(MRP)が、組立工程、チーム作業の強

化、その他の管理方法の仕組みに効果があるものとして受け入れられています。製造と生

産に効果を挙げた仕組みを保守部品にも適用できないかと言われています。しかしながら、

ジャスト・イン・タイム方式は、ジャスト・イン・ケース方式をとらざるおえない保守部

品とはまったく条件が異なります。 

 保守部品をめぐる大きな環境条件は、その管理プロセスを大変複雑なものにしています。 

多くの場合、二重のMRPと同様のプロセスが適用できます。最初に、修理可能資材を目指

すことが自社として資産化された部品活用の目標となります。それ故、サービス部門へ外

部の会社から供給される場合は、この部品取得工程に二番目のMRP方式の適用が考えられ

ます。標準的なMRP手法は、その基本概念が一定周期内の変動数量について示唆を与えて

いるものであり、保守部品の場合の不特定周期を前提とした一定数量部品を対象としては

適用できません。最初の版では、保守部品は時間的供給要求計画(DRP)に例えていました。 

企業リソース計画(ERP)がより世界的規模の資産と顧客管理手法としては適しているでし

ょう。本書の後の方で需要と供給計画の発展的技術について述べています。 

 製造会社からのコンポーネントや著作権をもつ部材は、一般に公開され、またマルチベ

ンダーの保守部品は、その物以上に種々の機会を与えてくれます。製造部門は、保守部門

から多くの学習ができます。そして、保守部門は製造部門から多くのことを学ぶことがで

きます。主要な保守部品の特質を表２－１に示します。 

    表２－１ 

    ２１項目の要素が製造部品の対処方法と相違します 

 製品ライフサイクルフェーズ  重要性 

 将来の変動要素   柔軟性 

 交換目的    修理可能性 

 コンフィグレーション  診断 

 複数配備拠点   儲けと損失 

 人員の影響   供給源 

 自信効果    供給拠点とタイミング 

 需要と供給周期   輸送距離(部品供給に伴う距離の課題と理解) 

 痛みと喜び   会計 

 リスク    保証 

     システムの精巧さ 
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製品のライフフェイズ 

 製造期間を、製品のライフサイクルの中で、試作と製造期間を示すものと定義します。 

製品寿命の中には、次の 5つのフェイズがあります。 

 1.試作 

 2.生産開始 

 3.生産中 

 4.生産停止 

 5.寿命 

 製造期間は、試作から最後の出荷製品が組み立てラインから出ていくまでの期間です。

保守は、これらと同様のフェイズを持つと共に、最後の製品を顧客が使わなくなるまでの

間継続します。製品は一度設計組み立てされますが、保守は何回も行われます。 

 各フェイズの概略を図２－１に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 最初のフェイズは、試作フェイズで試験や新製品に対する訓練を次の状況下で行います。

新製品に関するデータは大変少ない。先行装置との関連がある。研究所内の試験や信頼性

ハンドブックによる予測事項はある。このフェイズ段階では、概して言えば過去の同様の

製品の経験則が唯一のものです。初期フェイズの支援は、人々の技術者としての経験と学

習による判断となります。経験を踏み充分に学習し努力を積み重ねてきた人たちは、保守

部品管理に対して、積極的に支援します。 

 二番目のフェイズは、製品紹介段階。基本的な注目点は保守部品の供給に関する事柄で

す。供給準備は、考えられる全ての情報源を活用し注意して事に当たる必要があります。

また、製造部門は、鋭意計画通りに要求された部品を供給しなければなりません。繰り返

 



されるコンフィグレーション変更と先行部品の廃れにより、初期段階の部品は出来るだけ

少なく購入しなさい。その一方、製品の紹介段階は、販売部門にとっては極めて大切な時

期であり、満足した顧客の報告は販売を押し上げると同時に不満を持たれた報告は、その

新製品を殺してしまうからです。新製品の導入段階では、保守部品の自給率について、大

量の部品購入より、むしろ柔軟的に対応できる姿勢が肝要です。 

 三番目のフェイズは、製品の製造中期間で、数週間から何年間にも及ぶものもあります。 

有効な情報が集められ、コンピュータモデルも充分に稼動し、予測も第一線の推定を元に

充分に調整が出来ます。また、技術者発言が設計変更を招き、対象台数によりその後の変

更部品フォーキャストを保守部品計画者が具体化することができます。 

 そして、ある日"モデル 9S の製造は来月で停止する。保守のために別枠の部品を何個作

って欲しいか?"とのメッセージが届きます。この質問こそ、多くの保守部品計画者に恐怖心

をぶつけてきます。これが生産停止後のフェイズの始まりです。重要な決定事項は、多額

の資材投資です。部品の供給元は、製造停止と共に変化します。製造部門では、新製品へ

の切り替え前に一括的に部品作りが可能となります。保守会社の中には、単純に製造会社

が製品を作り続けている間だけ引き継いでいる場合もあります。本書の後半に記述してい

ますが、多くの保守会社は、修理部品や装置の解体部品を更生して、役目を行うことを可

能としています。 

 最後のフェイズは、終了フェイズです。市場から対象製品が消えうせさせなければなり

ません。製品寿命に近づいてくると、誰も彼らの製品が死に近づきつつあるということを

正面から見ようとしません。しかしながら、ロジスティクス担当者は寿命時期の製品に対

する大変特別な施策判断のためにアイディアを考え出さなければなりません。多くの人が、

『最終製品出荷後 10 年間は保守します。』とか『あなたに納品してから 7 年間は保守しま

す。』と言いすぎます。40年たっても市場には多くの製品が使われています。そして、誰も

『販売とは、顧客に対して私たちは、あなたのモデル９Ｓをこれ以上保守することは出来

ませんと言うことです。』とは、言えないでしょう。この時、保守部門にとっては彼らの販

売活動を行うには良い機会です。そして、『こちらに機能アップした最新の機種をお持 

ちしました。くたびれてきた現製品と交換するチャンスです。』と言います。いくつかの保

守会社は、サービスを停止するために部品の年間計画を寿命時期の数年にわたり策定しま

す。このように製品の保守部門は製造部門とは一般的には関係の無い寿命製品に対する支

援策を作りこみます。 

 

将来の需要変動 

 将来の需要変動は、後から起こるだろう事象より予測可能な近い将来に起こる事実の結

果です。製造部門の部品需要は、与えられた部品表と生産計画から判断されるものです。

保守部品の需要は、あくまでも見込みであり、製品の偶発的な故障と人為的な介入により

左右されるものです。コンピュータ・プロジェクタは、この相違点の事例として挙げられ



ます。製造に際しては、プロジェクタの部品表の全ての項目部品が必要となります。一つ

のフレーム、一つのレンズ、そして一つの電球などです。保守計画の担当は、今その製品

を見て考えています。どの部品が交換されることになるのだろうか？と。彼らは、電球は

120時間の使用で切れるだろう。大半のプロジェクタ設計者は、電球切れはショーを終わら

せる羽目となると考えて、電球切れの時に再び投光できるよう迅速に交換できる(より大き

い単位の)光源モジュールを設計するでしょう。その交換は高価なものとなるでしょうが、

緊急時の回復策としては必要なことでしょう。保守計画の担当者は、どんなフレームも保

守部品として注文はしないでしょう。フレームが損傷するようなことがあれば、装置を丸

ごと交換します。保守計画担当者は、スイッチの故障率は設計者から提示された故障率よ

りも多分に高くなることに気づいています。その理由は、使う人は時としてコーヒーなど

の甘い飲み物をこぼすだろうということです。多くの設計者は、このような故障原因を考

えつきません。しかしながら保守部品としては影響のあることなのです。 

 

交換要因 

 保守部品を交換する羽目になるのは、何も故障ばかりとは限りません。数多くの保守部

品が、不適切な診断、不正確な指示を記述している説明書、またどのような障害が発生し

ているのか保守技術者が判断できずに、安易に物を交換してしまうことなどです。多分に

ボードの接触不良にもかかわらず、ボードを丸ごと交換して復旧すると、原因がそのボー

ドにあると認識してしまうことがあります。米国空軍と多くの軍需企業が故障部品として

戻された部品のなかで３０～４５％の割合で、それらは良品であったと報告しています。 

幸いにも、装置設計と保守サポートハードウェアとソフトウェアの向上と保守技術者に対

する故障解析方法の訓練が功を奏しています。複雑なシステムでも故障未検出率が５％を

下回っていることは大きな進歩です。 

 部品交換は、故障による交換以外に多くの理由があります。要員訓練が引き金になり、

短絡や過電流をかけたときなど。馬鹿なオペレータが装置に損傷を加えたとき。故意に故

障を生じさせることもあります。部品は、最初の交換が不適切で二回交換されることもあ

ります。鬱憤の溜まった保守技術者が顧客の前で一生懸命に部品交換している様を見せ付

けるために行っていることもあります。 

 

コンフィグレーション 

 部品の構成は早く変わっています。同じファミリー製品についても、部品のちょっとし

た変更があります。それは単なるスイッチの変更や、他の部品との相関によるものであっ

たりします。多くのマルチベンダー製品、例えばＰＣに標準に使用されているマザーボー

ド、ハードディスク、電源ユニット、EPROM の若干の変更、コネクタあるいは構成に合

わせたマウントなどです。製造業者は、組み立て工程から部品を見ています。それ故、保

守工程からの構成を意識できません。製造部門は、第一線の保守技術者からの支援依頼を



受け現場で、その構成内容による部品交換をしている姿を見てはじめて理解できるのです。 

 

複数の配備拠点 

 製造部品は常に固定化された生産施設において一箇所に配備されます。保守部品は、装

置が使われている場所に配備されなければなりません。図の２－２に保守部品配備の複雑

性を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大半の第一線の保守技術者は、彼らの車の中に部品を抱えています。保守部品は、中央

倉庫、地方倉庫、その他地域ごとの配備拠点、更には保守要員の自宅まで各様に持たれて

います。保守部品は、製造部品のように限られた製造拠点に配備されるものではないため 

複雑な問題を持っています。管理者は複数拠点配備の活用を学習すると、部品の供給時間

の効率化を図ることが出来ます。しかしながら、複数拠点配備はコストを増大させるとと

もに必要であるべきところには部品が無いといったことに気づくかもしれません。 

 これは、規模の経済を考える課題です。全ての部品を一極集中管理すれば、それはすば

らしいことでしょう。部品を四方八方に分散させれば、その管理は大変難しくなります。 

在庫拠点ごとの在庫数管理は大変重要なものです。休暇シーズンに、不精な格好で、人様

が遊びに出かけている時期に、部品の肉眼による年一回の実棚卸しをしてみても、正確に

 

    図２－２ 

  保守部品のネットワークは大変複雑です 

 



把握することは出来ないでしょう。年一回の物理的棚卸しは、モラルや正確性と信頼性の

面でしばしば問題を起こしています。コンピュータにより保守コールと使用部品を連携さ

せることは効果的な在庫管理を生み出します。 

 

人の影響 

 人の影響は、私たちのサービスシステムでは大きいものです。製造現場の人たちは、訓

練された小規模のグループにより構成されています。保守サービスの現場では、多くの技

能者が自己研鑽により顧客と顧客の装置の面倒を見ています。生産ラインの保守部門への

支援策は、サービス領域にある多数の事柄の標準化とサービス部門の人たちへ方向を示す

ことです。彼らに方向を示さなければ、彼らは自分なりに動きます。知恵のあるサービス

管理者は、事を行う最善の方策を決め、従業員の協力を得て、彼らと一緒に働く必要があ

ります。それにより、彼らは自分たちの仕事に対して、積極的に立ち回るのです。保守部

品は人間主体の事業であり、過去の状態よりも良き経験を踏むことにより標準化できる仕

事です。 

 担当者は、教育訓練される必要があります。全ての保守技術者は、保守部品事業、数学、

そして需要と供給に関する基礎的な経済学と統計学の教育を受けなければなりません。全

ての保守に関わる担当者が、その基本を教育されることにより、彼らは担当地域の保守部

品管理の基本を学ぶことが出来ます。 

 現場改善プログラムで、ある観察者は保守技術者が故障したマイクロスイッチを診断、

分解し、内部の構成部品の半田付けを含み、組み立てに１時間半を要しているのを見てい

ました。この技術者は、４つの保守対応物件を抱えており、良品のマイクロスイッチ３個

を外に停車している車のトランクに用意していました。しかしながら、彼は上司から部品

費を使いすぎると最近忠告を受けていたため１時間半をマイクロスイッチの復旧のために

費やしていました。好適な資格を持つ観察者の目からは、このようなことはまったく信じ

られないことだったでしょう。この保守技術者は、上司の求めに従って仕事をしていたと

言いました。彼は、本当に正しいことを行っていると考えていましたが、それに反して、

彼がマイクロスイッチの信頼性を低下させたために、次の日にはまた同様の故障を招くで

しょう。彼は、１時間当たり１００ドルを超える料金請求ができるものを１時間半も無駄

にしました。２回目のコールを収めたときには、彼はたった３ドルのスイッチのために１

５０ドルの投資をしたことになります。まさか、あなた方は部下に同様なことをさせては

いないでしょうね？あなた方は、部下に何故このようなことが愚鈍なことかを指導してい

るでしょうね。この技術者はフォーチュン誌で上位５００に入る企業の保守サービス部門

に勤めている人間でした。 

 一人の不手際がもう一人に及ぶことがあります。輝度、解像度、色彩などの領域の事柄

が、顧客の要求を他のコンポーネントに波及させることがあります。しばしば、顧客に物

理的に作業をして見せるためだけに部品を交換することがあります。保守サービス活動は、



顧客の心配と対処の程度により優先付けられることは判りきったことです。公認会計士の

事務所のプリンターが、税金が戻る２日前にダウンするのと、２日後にダウンするのでは、

顧客対応に大きな違いがあります。『保守サービスとは、装置を修理する以上に顧客を直す

ことです。』と言われている所以です。 

 

信頼効果 

 信頼は、人としての一般的な課題ですが、保守部品に於いては特筆すべき事項です。保

守技術者は、保守部品が何回も供給されることを信頼せざるをえません。余剰部品を抱え

込むことになる唯一の大きな理由は、供給されるという信頼を失ったからに他なりません。 

ある部品は早く、また、ある部品は遅いようなシステムよりも、常に一定の供給システム

を提供するべきです。このような不安定なシステムは、まるで片足をオーブンの中に入れ

て、他の足を氷の塊の中に入れているような状態です。平均として一定している方が気が

休まるでしょう。それでも、片足は燃え盛り、他方の足は冷凍状態となるのです。私たち

の多くの部品の供給システムは、皆このような有様です。誰かが大きな声でわめくと緊急

部品として一夜にして全ての部品が届くのに、通常の手配では数週間も掛かるというので

は信頼は失われてしまいます。彼らの信頼を失ってからでは、部品を隠し持つような保守

技術者に対して非難することは出来ません。部品供給に対する信頼と良い支援活動は、一

つのチャレンジです。そして、管理者としては管理能力を磨ける機会が数多くあるもので

す。一度信頼を確保しようと改善を図ると、これまで重要と思っていた在庫部品が余剰部

品として見切りを付けられるでしょう。 

 

需要と供給サイクル 

 機器の設置や定期保守に使う部品は、製造と同じジャスト・イン・タイム方式が利用で

きます。保守部品がジャスト・イン・ケース方式をとらざるをえないのは、航空管制用の

コンピュータ障害では、緊急対応が必要ですが、一般家庭の機器ならば翌営業日や翌々日

でも許されるように状況により異なるからです。保守技術者が部品交換の準備が出来る前

に彼が部品を入手できるようにする必要があります。保守対応が翌日の朝に計画されてい

るならば、中央拠点に配備された部品を当日の夜に届けます。一方、重要なサーバがダウ

ンしたら、１時間から２時間以内に交換部品が必要となるでしょう。このような場合は、

顧客の場所近くに部品配備をする必要があります。 

 どのような時でも、保守技術者は朝事務所に赴き部品を受け取るのですから、有益な時

間を削っているわけです。そればかりではなく、彼は始業時刻に最初のコールに対応する

のではなく、仲間と話をしたり一杯のコーヒーを啜ったりして、最初の顧客のところに運

転して出かけます。相当の仕事時間が失われています。これら保守部品を彼らの手に渡る

ようにするために、牛乳配達のように定期巡回を行うか、顧客あるいは保守技術者の自宅

に直接送付するか、インテリジェントロッカーを利用するか、その他の方法により一点々



の需要に効率的に応えなければなりません。 

 製造部品と保守部品を比較するときの盲点は、新規部品のリードタイムです。特に資材

要求計画(MRP)と共に、リードタイムが正確に定義され、そして関連業務が日数(あるいは

月次)でスケジュール管理されます。保守のリードタイムは、保守技術者がコールを認識し

てから、交換部品を手にしてから交換に至るまでの全ての事柄が測定対象です。しばしば、

保守部品が注文されると計画担当者がリードタイムをチェックして現在の日付を加えます

そして、それを要求日として入力します。完了部品(取得済み部品)は、ジャスト・イン・タ

イムに見合うように、要求日まで輸送されるのを輸送ケースの上で待っている状態です。

保守部品のリードタイムは、実際に物が入った時点で出来る限り早くが基本です。部品供

給を遅くするような自己満足的なリードタイム管理にならないように監視しなさい。 

 

苦痛と喜び 

 図２－３にいくつかの仕事と心理状態を描写します。全ての組立て部品が必要となる製

造部品と違い、保守部品は１か０の仕事の世界です。一般的には１個の部品が必要とされ

ます。その部品が手に入れば喜びます。結局、あなたの仕事は必要な部品を手に入れるこ

とです。もしも部品が手に入らなかったら、大変不幸であり苦しいと感じます。もしも２

個の部品を手にすることが出来たら、部品が動かなかったときの予備を確保できることで

満足感を味わえるかもしれませんが、喜びとは感じないかもしれません。余剰品が大きい

場合や高額な場合は、経済的負担という苦痛を伴います。多すぎる部品は、1個の要求部品

を確保できないのと同様に厳しいものです。 

 

 



リスク 

 製造に際しては、組立て部品の全てが揃っていなければなりませが、保守会社では、100%

の部品を持つ余裕はありません。リスクは保守部品が持つ寿命です。保守サービスの管理

者は、リスクの予測等に対処することを学習しなければなりません。判断はいつも正しい

とは限りません。これまでに必要となった部品全てを所有している会社は焼き捨てる程の

金を持っているに違いありません。典型的な保守サービス管理者は、部品を用意できなか

ったことで顧客に充分サポートできなかったことで大変感情的になります。９５％の部品

供給率は５％の部品が迅速に供給できないことを表しています。リスクは、一定時間内に

注文に応じ切れなかった部品のパーセントで表しています。９８％保守交換単位(FRU)の部

品が２４時間以内に供給できる場合は、２％のリスクを負っています。保守部品の事業運

営には、この種の数値化とリスクを受け入れることを学ばなければなりません。 

 

重要度 

 各部品に重要度を割り振ることは、装置の運用や顧客満足の維持にあたり有効です。次

の４つのレベル付けが用いられます。 

Class1  安全性問題と重障害を引き起こしかねないもの 

Class2  運用が出来なくなるもの 

Class3 機能の縮退をともなうもの 

Class4  装飾品的な類のもの 

 基本的に、Class1 に位置づけられる部品は、安全性や法的問題に発展する事態を引き起

こしかねない重大障害の原因となるようなもの、例えば安全弁があります。Class2 に位置

する部品は、装置が運用できず、それにより収益を上げられず、その装置の役割を全うで

きない事態となるものです。Class3 のものは、機能が低下するような事態、低速度、低品

質な状況となるものです。Class3はデフォルトレベルです。Class4は、優先度の低い装飾

品の類です。Class1と Class2の部品は、度々交換されるようなもので経済的に見合うなら

ば車の中の在庫品になるでしょう。保守技術者は、Class4 の部品が度々交換し安いものな

らば持ち歩くでしょう。ガラスやパネルの交換、部品のスプレイ・ペイント塗装やタッチ

アップペイントなどは、次回のサービス対応とされるでしょう。重要度のみでは、在庫の

是非を問うことは出来ないことに留意してください。コストと使用頻度も考慮に入れてく

ださい。 

 製造部品は、重要な部品は無いともいえます。また、ものの見方では、全ての部品が重

要であるともいえます。部品の重要度付けは、保守事業に対して大切なものであり、製造

という場面では、それほど有用ではありません。装置の組み立てに際しては、疑うべくも

無く全ての部品が必要となります。現在、全ての保守対象装置は、いくつかの重要部品が

装置の安全運転に必要であり、その他の部品は対象ではありません。このことは重要部品

の供給率と重要でない部品のそれとを分けて検討する必要があるかもしれません。著者は、



１９７１年の著書の中で、最初に生産前段階の予備部品計画について、この部品に対する

重要度とクリティカル性について述べており、本書の第９章にも一部示しています。しか

しながら、保守部品管理システムのほとんどが、この重要度という利点を導入していませ

ん。全ての部品管理において、この重要度というクラス概念を適用しなさい。部品がどの

ように装置の中で機能しているかを理解している保守技術者が、この部品についての重要

度のランク付けを情報システムに登録するべきです。 

 装置そのものも重要度としてのランク付けを持っていることが、私たちには重要なこと

です。対象装置が、生命維持装置であれば、Class1 相当のランク付けされる製品です。対

象がコンピュータ・プロジェクタならば、それはクリティカルなものではありません。プ

ロジェクタのランプ切れが生じても装置の役割は果たせないものの、その故障が大惨事を

引き起こすことにはならないことは明白です。このランプは Class2相当です。一台の装置

が特定の顧客にとっては不可欠である場合があります。医療センターには、４台の殺菌装

置がある場合、この内の１台が故障しても、緊急問題とはなりません。ところが１台しか

設備をしていない小さな病院では、医療センターの１台よりも緊急度合いが違います。保

守サービスに携わる人は全て重要度クラス分けのシステムを使用するべきです。保守対象

の全ての部品と装置は、その重要度により仕分けされるべきです。重要度は、保守サービ

スにおいて考慮するべき主要なファクターです。 

 

融通性 

 保守サービスの舞台では部品管理は融通性が必要です。保守部品の需要は常に揺れ動く

世界です。保守サービスでは、管理情報を利用して、多くの部品在庫拠点から必要な部品

を探し出します。そして、次にはより大きいアッセンブリー部品を探します。また、その

部品を使用している他の製品を探します。故障した部品を修理します。最後の手段として

は、部品を取得するために装置を分解することもあります。情報システムが、対象部品が

どこの在庫拠点で部品が見つかったかを知ることが出来るならば、部品を探しだす可能性

が多くの異なる拠点にありえることが判ります。部品情報管理システムは、リアルタイム

に関連する全ての人に対して、在庫情報が公開できるものでなければなりません。現場の

代表者やディーラレベルまで、第一線の保守技術者に対して中央の部品供給拠点から届け

られる部品が容易に認識できるようにならなければなりません。 

 チャレンジと機会は融通性の中から成熟します。部品の供給と修理業務は、専門の業者

にアウトソーシングされることが増加しています。必要な保守部品について、円滑に換金、

借用、リース、共有ができるならば、お金を支払ったり資産として所有する必要はありま

せん。保守部品在庫は、実務的な保守対象機器の台数、保守契約上の対応時間、要求され

ている保守サービスレベルおよび推奨在庫リスト上の利益によるものではなく、むしろ作

為的に制限されることが往々にして起こります。 

 多くの先進企業では、保守サービスの代表者とディーラに対して保守部品としての推奨



在庫リストを提供し在庫を要求しています。これらの在庫リストは、テリトリー別の製品

モデルの台数と使途に基づいています。プッシュ在庫(積極在庫)は、何を在庫として持つか

を知らしめる方法としては一つの策です。狭い領域的な見方では、突然テリトリー外のコ

ールに対応するため、保守技術者が出かけていく時に必要な部品が手当てできないことが

あるかもしれません。ロジスティクスビジネスモデルは、良き経験知と保守技術者に供給

することになるであろう実際の部品と実在個数に対する実務的見地に基づいて運営されな

ければなりません。 

 各地域の在庫と車のトランク在庫は、世界的な部品需要のデータを活用して運用するこ

とが出来ます。部品の要求と共有および使用との違いが大切です。部品の需要は、対象装

置を修復するのに保守技術者が必要と考えて要求したものです。全ての部品を共有するこ

とではありません。例え保守員にセット部品を提供しても、それらの全ての部品を必要と

するものではなく、彼はその内いくつかを良品在庫として返品するでしょう。部品計画は

需要ベースで計画しなさい。そして、より詳細な需要データがあれば、よりその中身を具

体化しなさい。例えあなたのコンピュータが全ての部品の需要状況を捉えていたとしても

それだけでは不十分です。何の部品が需要物件として映り、何の部品を供給したのか、そ

して実際に使用された部品は何か、それらの違いを認識することにより、故障診断方法、

要員の教育方法の向上、そして少ない部品と低いコストの保守運用が可能となるのです。 

 

修理可能部品 

 製造は、単に新しい部品を導入することのみです。保守サービスでは、一般的には新し

い部品と修理した部品が使用できます。多くの部品は耐久性があります。そして、それ自

身が修理されることで大きな助けになる機会が創出されます。部品が修理可能ならば、問

題は修理するか廃棄するかの選択でしょう。耐久部品への投資は、経済的な利益確保のた

めであろうと新しい部品に置き換えられないときであろうと修理体制の確立努力を伴いま

す。部品の修理コストは新規部品の取得コストの 20%から 30%といわれていますので、故

障部品をリサイクルすることは利益率を大きくしますし資源の保存にも寄与します。多く

の場合、修理された部品は、新しい製造部品と比較して、使えない部品や初期不良が少な

いようです。それは、弱い部分が発見されて取り除かれているからでしょう。修理された

部品、リサイクルされたもの、更生されたもの、あるいは再製造された部品を使用した際

には、製品にラベルでその旨を示すことが肝要です。 

 

故障診断 

 製造現場では、部品を故障診断の道具としては使いません。工場は、一般的には全製品

を出荷検査に伴い最適な試験設備を用意しています。それは、高価なものであり、おのず

から全ての第一線の保守技術者に対する試験設備としては適用できません。それ故、良品

部品を活用した試験方法が珍しくは無いのです。 



 部品を診断手段として使うことに対して、設計技術者と保守を継続する技術者間での論

争を引き起こすのです。診断性能は、近い将来ハードウェアとソフトウェア両者による診

断により何が故障しているのかを突き止められるようにならなければなりません。究極的

には、簡単な診断によりオペレータに対して、使えるか使えないかを通知することが出来

なければなりません。これはオペレータに対して、より以上の診断を必要とするか否かを

簡単に判断させるためです。 

 これは必然的なお話であり、部品が故障していないにもかかわらず保守技術者を派遣す

ることがないようにするためのものです。同じ論拠から部品交換により復旧することがあ

れば部品をひとつの診断ツールとして使用することもあるわけです。量販製品は、部品の

装着や遠隔診断の方が、現場に保守技術者に部品を持たせて派遣させるよりも安く上がる

ことが往々にしてあります。電子部品によっては、暑い車の中に置くことや飛び跳ねるこ

と、またしっかりとした梱包を施されない場合、更には入手庫を繰り返されることに対し

て耐久性が乏しいものもあります。部品を診断目的で運ぶ場合は、その旨の旗を立てて、

特別の管理下に置き、ツールとしての使途、故障部位の交換のための使途かを明確に報告

させると共に、その部品に対する診断のためのソフトウェアやファームウェアを出来る限

り早く開発する必要があります。 

 

損 益 

 各保守部品の損益は、事業収益、コストおよび利益に大きく関わってきます。大半の企

業は、営利目的で部品を供給しています。正確に使用回数だけ部品コストを積重ねるよう

な製造部門の ABC在庫レベルは保守サービスでは不適切です。あなたは、１,０００ドルの

部品１個と 1ドルの部品を１,０００個、どちらを手に入れたいですか？大半の保守員は、1

ドルの部品１，０００個を選択するでしょう。何故ならば、彼らにとって、たった１回の

１，０００ドルの回路基盤を交換するよりも、圧倒的に数種の故障を復旧するための部品

取得機会を得ることになるからです。更には、絶対的および相対的な利益も考慮されるべ

きです。例えば、在庫されている１０ドルの部品が７倍の金額７０ドルで販売できたとし

ます。差し引き６０ドルの利益となります。このように誰かに売ることが出来る利益率の

高い部品と１０ドルの利益を得るために２倍程度の価格設定でしか売れないものとどちら

を選びますか？１０ドルですか、それとも６０ドル？答えはニーズが同様ならば、６０ド

ルの方ですよね。このようにいくつかの部品は積極的に利益確保が出来るものがあります。 

 一方で、損の方を考えますと、保守員はどれだけの時間をかけて部品を手に入れている

のでしょうか。多くの人たちは、『それは仕方のないことだ。』と言われますが、そうでは

ありません。保守部品取得に関する金額やサービスレベルの契約が確定されているのであ

れば、少しでも節約を行うべきです。非効率な部品関連の作業はお金を捨てるようなもの

です。表２－２に保守技術者が保守部品取得に時間を掛けている活動事項を示します。 

 



 

               表２－２ 

       保守技術者の部品取得に関わる活動事項 

  必要部品の部品ナンバーの確認 

  自拠点部品在庫の確認 

  注文 

  輸送手配 

  部品取得のための移動 

  注文の確認 

  故障部品又は余剰部品の返却 

  保証適用の確認 

  価格設定 

  部品使用又は返却報告 

 

 

 これは、大きな改善目標です。重要な部品が即座に必要となっているにも係わらず保守

員が手にしていない場合、彼はロジスティクス支援システムに接続して、どこにその部品

があるか探します。多分に他の保守員は、その部品を手にしています。彼は、最短時間で

最初に部品番号を探し出し、注文を入れ、部品を取りに行ってから顧客のところへ戻りま

す。少なくともこれで１時間は使うでしょう。あなたにとって、１時間の単金はいかがで

すか？保守技術者としては、１時間当たり４０ドルから１００ドルが現在の相場でしょう。 

このように作業に掛ける時間単金と交通費を加えた積算金額は多額なものとなります 

 部品コストは人件費と対座されます。保守サービスの人員が常に部品を適切に持ってい

れば、初期配備のコストはもっと掛かるでしょう。しかしながら、それらの部品は彼らを

して、より生産性の高いものにして、顧客も幸福になりますし事業も拡大、利益も向上す

ることでしょう。保守要員工数の３％から４％が部品関連に費やされています。１日１５

分から２０分費やされています。大半の企業は、平均で１０から１２％の時間、あるいは

多くの場合それ以上の時間、を単金換算で支払っていることになります。この違いを取り

上げて、これに１日８時間と単金を掛け合わせると、少なくとも部品の追跡に１日当たり

３６ドルが費やされ、本来より収益を生むであろう時間を浪費しています。企業の管理シ

ステムの中では、これら部品に関わる時間は公表されていません。企業内のコンピュータ

システムにおいても、考えうる努力を施しているケースはまれであり、在庫管理者が対象

部品を見つけ出すこと、ディスパッチャーがはぐれた荷を探していること、管理者が輸送

手段を手配していること、そして現場の保守技術者は顧客の仕事を中断させて、他の要員

と喫茶店で寛いだ後そのものに部品を手渡します。これらは、追加すべき改善事項です。 

 



部品手配 

 大半の製造業では、新しい部品が必要となります。保守部品は新しいものや更生された

もの、修理されたもの、その他、新しい部品として、または、それと同様の部品と認識さ

れるものです。製造では一般的に大量の部品を供給元から直接仕入れます。 

 保守部品は、初期は製造会社の要求と同様に部品を取得するでしょう。通常、部品入手

の機会は製造停止と共に終了します。そこで保守部品は、保守業者自身で交換部品を用意

する必要があります。マルチベンダー製品の部品は、他の製造会社からの余剰部品、倒産

会社からのもの、あるいは操業を停止した業者などからの、『グレイマーケット品』になり

ます。リースアップ品や輸入品などは、構成部品取りのために解体されます。インターネ

ットのオークションは部品の買取として一般的なやり方です。保守サービスでは、様々な

部品の手配手段があります。 

 

供給拠点とタイミング 

 今日、製造業では資材供給について、数時間の供給という前年度との月次、週次比較に

おいて目覚しい改善を揚げています。この仕事はジャスト・イン・タイム方式を推進する

べく供給業者との協業と情報交換が効を奏しています。例えばデル・コンピュータ社はほ

とんどの保守部品のジャスト・イン・ケースのような注文による生産をジャスト・イン・

タイムに行おうとしています。 

 製造部品の供給は、組立工場のドックに供給することになると思われます。保守部品は、

種々の場所に保守技術者の要求に基づき随時供給されなければなりません。このことは、

異なった輸送会社と貨物送り状の調整、予測フライト到着時間、運転手の携帯無線や電話

番号などの情報連携を伴います。２００１年９月１１日より、セキュリティ保護の関係か

ら、駐車場スペースが削減されて以来、集配トラックが同一エリアを走行できずピックア

ップが遅れており、保守技術者は現場を離れて集配ビルのロビーまで行き集配担当の運転

手から直接荷を受け取らなければなりません。  

 

業務効率指標 

 製造は、部品の回転に注目します。保守サービスは、サービスレベルの要求度合い、充

足率、需要満足度、そして安全在庫の４つの要求項目の回転状況に注目します。 

 

会 計 

 大半の製造部品は、資本化されます。大半の保守部品は、それらが使える期間に渡りそ

の価値を下げていきます。製造部品は、標準生産費の中の変動原価として扱われます。保

守部品については、帳簿上は、新規購入、輸入、低価格購入、修理等で取得した費用を平

均原価として扱われます。全ての部品の価値は*GAAP(一般会計基準?)の基本に沿って、低

コストまたは、低市場性を考慮するべきです。*GAAP: Generally Accepted Accounting Principles 

青文字:米国の会計制度の絡みがありますので経理部門等の専門部門へのご意見を伺ってください。 



ワランティ 

 ワランティは、部材や作業の不具合に対して保証する姿勢を示す重要な事柄です。製品

は、一般的には出荷後１年から３年間のワランティ期間を設定されています。事例として、

自動車の場合は特別に、３年間又は走行距離３６，０００マイルまでをワランティ対象と

しています。販売店の中には、追加料金によりワランティを拡大させているところもあり

ます。製造企業は、彼らに供給している部品のワランティが短いことを見越して、ワラン

ティの対象は最小限にとどめています。彼らがサービス会社を通じて顧客へのワランティ

適用費用は、良品として販売された費用の２％から４%程度です。 

 保守部品は、一般的に供給元がワランティ対応し、必要情報を提示することにより、対

応に掛かった労務費や交換部品代を保守対応部門に支払います。部品が販売される場合、

正規代理店以外が扱った部品に対しては、正規代理店対応の期間に比較して、ワランティ

期間が短くなる場合が往々にしてありえます。顧客がサービスレベル契約を締結している

場合は、その契約満了までの期間となります。 

 

システムの洗練性   

 最後に、複雑なサービスロジスティクスのパズルを効果的に統括するシステム作りは必

要不可欠なものです。ロジスティクスは、企業の全機能に影響します。ひとつには、総合

的なライフサイクルに着目しなければなりません。製品開発の初期の段階から始まり、サ

ポートシステムの計画と設計は、後日の設計再構築やサポートにも増して、対象製品と顧

客を心に描きながら取り組まなければなりません。サービスレベルのデータを活用して、

活動レベルの測定と経営者の目標に適合する在庫レベルを調整します。表２－３にこのア

プローチの事例として示します。複数編隊の保守部品供給システムのサービスレベルは、

平均２時間の供給体制を１００％維持できるでしょう。それでも保守技術者が使う部品は

その中の８５％に過ぎません。 

    表 2-3 

  複数編隊計画は低いコストで迅速な部品供給を促す 

在庫レベル 供給率%  注文率%  FPFRレベル 部品供給 

        時間レベル 

 

地方拠点   85  100   85  0.25 

戦略拠点   10   15   67  1.0 

中央拠点    4    5   80  24 

製造部門    1    1  100  72 

 

   総計部品供給平均時間 ２時間  

 



  <<ご参考 以下の図は私のオリジナルです>> 

 


