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１．生産管理概論

項目 主なキーワード 参照文献

1.1 生産管理

の基本機能

生産管理のポイント：生産性向上

原単位＝１／生産性＝投入量／産出量、生産活動構成要素＝３M：人Ｍａｎ、機械

Machine、材料 Material

生産活動のｽﾃｯﾌﾟ：投入⇒加工⇒産出（広義の生産管理：製造業に限定しない）

狭義の生産管理：設計⇒調達⇒作業

１） 第１次管理（品質、原価、工程）

① 品質管理 QC：買手の要求する品質と価格を備えた製品、サービスを経済

的に提供する為の管理活動

SQC（統計的品質管理）⇒TQC(総合的品質管理、全部門の参加と協力)

② 原価管理：原価計算で得られた原価情報を利用し、短期、長期の原価低

減、利益増大を組織的に行う

標準原価設定⇒実績との差異測定⇒差異分析⇒原因除去（改善、合理化

活動）、長期的には標準原価自体の引き下げ（原価構成、原価率も変化）

③ 工程管理：所定の品質、原価、数量の製品を所定の納期に生産する為に

工場内の生産資源を総合的に統御し、経済的な生産を実施する為の管理

活動

狭義：納期の確保、広義：設計⇒調達も含めた総合的な管理活動（MRP、

かんばん方式）

一般に個別生産を対象（機能：生産計画、生産統制に大別）

２） 第２次管理（設計、資材購買、作業、設備） 業種や経営のあり方によって内容

や重要度が変化

① 基本機能に対する管理：製品開発、設計管理、資材購買管理、作業管理

（含む IE）

② 構成要素に対する管理：生産主体（教育、職務設計、適正配置、職場環

境、安全衛生、人事考課）、生産対象（運搬、倉庫、現品）、生産手段（設備

管理、施設管理、資源管理）

３） 生産の合理化目標と改善手法：６つの生産合理化目標（PQCDSM）と基本的な

手法

Productibity:量的生産性、Q:品質、C：コスト、Delivery:納期、Safety:安全、Morale:

労働意欲

手法：３S(単純化、標準化、専門化)、５W1H、改善の４原則、GT(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃｸﾉﾛｼﾞ)、

VE（価値工学）、ABC 分析、P-Q 分析

1.2 経営戦略

と生産

１） 経営戦略の意思決定アプローチ（例＞OR:第２次大戦の軍事問題解決から）

線形計画法 LP(１次式の目的関数最適化、図式解法、ｼﾝﾌﾟﾚｯｸｽ法)

ゲーム理論（プレイヤーの行動を合理的に決定、ミニマックス解の探索、解のある

ゲーム：純粋戦略（⇔混合戦略）

待ち行列（客の動向、サービス能力）

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ（ﾓﾝﾃｶﾙﾛ法等、解析や実験が不可能、思考上のｼｽﾃﾑの検証）

２） 製品戦略：経営戦略⇒製品属性＋生産資源の配分

生産形態見込み生産（一般消費者向け）と受注生産（産業用など特殊品）

経営計画⇒予測（製品市場、原材料市場、労働市場、技術動向、資金市場）⇒

長期計画（利益計画、研究計画）＋短期計画（利益、設備、販売、購買、製品、

人員、生産、資金）

1.3 工場立地

とレイアウト

１）工場立地：地域選定要因（自然的、経済的、人為的）と敷地選定要因（技術的、

経済的、社会的）

海外進出時：カントリーリスク、法的規制、合弁パートナー

２）ﾌﾟﾗﾝﾄ・ﾚｲｱｳﾄ：SLP(Systematic Layout Planning)技法、P-Q 分析、ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ相互

関連分析、ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ関連ダイヤグラム、ﾌﾛﾑﾄｩﾁｬｰﾄ（流出入図表）

３）工程編成：工程編成（品種別、機能別、固定式）とﾗｲﾝ編成（生産性高い、前提：

作業の分業化、工程順配置、製品の逆流なし、各工程の作業時間が均一で安定

化）

４）運搬管理（作業者、設備の稼働率や作業能率向上のための総合管理）

顕在的運搬＋潜在的運搬（ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ）、分析手法：運搬工程分析、運搬活

性分析、

合理化手法：活性の向上（運搬方法の改善）、ユニット･ロード･ｼｽﾃﾑとﾊﾟﾚﾁｾﾞｰｼｮ

ﾝｼｽﾃﾑの採用、運搬の専門化（制度改善）

1.４.需要予測 一般仕様品（見込み生産⇒製品在庫による即納体制）と特殊仕様品（受注）

SCM の基礎

1) 移動平均法：単純移動平均法（次期予測売上 Fs＝∑Si/N）、加重移動平均法

（重み付けWi、Fs=∑WiSi/∑Wi）

2) 指数平滑法：単純指数平滑法のｔ期の予測売上 Ft＝Ft-1＋α（St-1－Ft-1）

St-1：t-1 期の売上実績

3) 最小二乗法（傾向投影法）：ｙ＝ａ＋ｂｘ（a=∑ｙi/ｎ、b=∑ti･ｙi/∑ｔi^2）
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２．生産形態

項目 主なキーワード 参照文献

2.1. 生産形態

の 3 分類

１） 連続生産：需要予測中心、単一又は複数品種、期間の製品ごと要求量は既知

か予測可能、納期は即時で完全製品在庫必要、生産速度＝平均要求速度、単

一または今後ﾗｲﾝ生産、能力ﾊﾞﾗﾝｽで工程編成、段取りは考慮無し

２） ﾛｯﾄ生産：生産工程までは連続生産に順次、段取りと能力ﾊﾞﾗﾝｽは個別生産に

準じる

３） 個別生産：客先仕様、多品種、要求量予測困難、注文ごとに先行期間を認めた

納期、生産速度で無く所用時間、注文ごとの手順、日程計画に従い、不可配

分、能力ﾊﾞﾗﾝｽの概念なし、各品種に段取替必要

2.2 個別生産

方式

産業材中心、受注引き合い後に囲う手順、工数を検討、管理の力点：納期の遵守

１） 個別生産のｽﾃｯﾌﾟ：受注（山積選択法／時点選択法）⇒製品仕様と価格･数量･

納期から手順計画（←材料計画、作業用順･技術資料、部品表･標準時間）⇒工

数計画（←標準時間×数量）⇒基準日程（←工程能力表、余力表）⇒負荷計画

（←生産予定表）⇒日程計画（山積計画法／時点計画法）⇒生産（作業票、出庫

票、移動票、検査票）＋各種手配（人員、設備、治具、外注）

ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ手法：多段連続工程ではｼﾞｮﾌﾞショップｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ（順序付け法とﾃﾞｨｽ

ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ法）

多段複合工程では、PERT 技法（資源制約なし）、CPM（資源制約有り）

２） 手順計画：設計仕様⇒必要部品、高製品の設計⇒各部品の工程、手順、作業

方法⇒材料を決定

３） 工数計画：仕事量を肯定別に所用工数に換算（標準作業時間＋生産予定量

（←工程能力、肯定不両立考慮）、工程の能力＝作業者数・設備数×計画期間

×平均稼働率⇒加工一覧作成

４） 基準日程計画：注文の工程ごとの所用日程（工程間で発生する運搬や停滞によ

る余裕時間加算）

５） 負荷計画：負荷配分：ﾌｫﾜｰﾄﾞ法（現時点基準）とﾊﾞｯｸﾜｰﾄﾞ法（納期基準）

６） 日程計画：各工程に吹かされた仕事の開始･終了時刻又は作業順序を決定。

注文（部品）単位の作業：ｼﾞｮﾌﾞ、各単位工程あたりのｼﾞｮﾌﾞ：オペレーション

2.3 個別生産

方式における

日程計画

１） ｼﾞｮﾌﾞショップ･ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ（多段連続工程向け）

① 順序付け法（期間山積み計画法から遊休時間最小またはﾌﾛｰ･ﾀｲﾑ最小）：

ﾌﾛｰ･タイプ（計画時点で決定）とランダム･タイプ（負荷計画の結果⇒現場

の実情優先）

② ﾃﾞｨｽﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ法（時点選択法から、ﾃﾞｨｽﾊﾟｯﾁﾝｸﾞﾙｰﾙ：先着順、最早納期

順、納期逼迫順、残り作業時間順など）

２） プロジェクト･ｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ（多段複数工程向け）

① PERT（Programu Ebaluation and Review Technique）：アローダイアグラムで

図時、時間中心に計画評価、調整、進捗管理

② CPM（Critical Path Method）：各作業の費用⇔作業時間から最小費用の日

程計画探索。費用勾配（費用をかけることによる日程短縮）の産出にも利

用。

2.4 連続生産

方式

１） 定義：３S を製品、工程、技術、管理の全てにわたって進める。（ﾗｲﾝ生産方式、

単一ﾗｲﾝ方式、混合ﾗｲﾝ方式、ﾗｲﾝ切り替え方式）

２） 連続生産のｽﾃｯﾌﾟ

３） 単一ﾗｲﾝ方式：サイクルﾀｲﾑｃ＝Ｔ／Q 決定⇒最小作業工程数の算定 N≧ｔ／ｃ、

ｔ：総組み立て時間⇒作業編成（各作業工程の作業時間の均一化、要素作業の

作業工程への割付＝ﾗｲﾝﾊﾞﾗﾝｼﾝグｂｙ先行順位図）、作業編成効率η＝ｔ／（Ｎ･

ｃ）、1-η：ﾊﾞﾗﾝｽロス

４） 混合ﾗｲﾝ方式：ｃ＝Ｔ／（Ｑａ＋Ｑｂ）⇒ｔ＝Ｑａ×ｔａ＋Ｑｂ×ｔｂ⇒Ｎ≧ｔ／Ｔ、Ｔ＝ｃ×

（Ｑａ＋Ｑｂ）、統合先行順位図、η＝（Ｑａ×ｔａ＋Ｑｂ×ｔｂ）／ｃ×（Ｑａ＋Ｑｂ）×Ｎ

⇒投入順序の決定（同一品種が続かないよう）←生産比逆数方式（投入順序付

け手法）

５） ﾗｲﾝ切り替え方式

①品種別生産時間の決定

②サイクルタイムの決定

③最小作業工程数の算定と作業編成

2.5 ロット生産

方式

１）定義

２）条件

３）ロット生産のステップ（ロットサイズの決定、段取替）

４）経済的ロットサイズ Q＝√（２ｓR／C）、ｓ：段取り替え費用（円/回）、R：要求量（個

/日）、C：在庫費用（円/個･日）←在庫費用に対して相対的に段取り替え費用が大き

い場合に有効

サイクリック・スケジューリング
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３．生産管理システム

項目 主なキーワード 参照文献

3.1 基本的なｼｽ

ﾃﾑ

１）製番管理方式（Order Control system）：個別生産、小ロット生産向け

製造命令書、加工組立て指示書を同時に準備、同一製造番号で管理

追番管理方式（大物製品の部品に引き当て番号をつけて管理）

問題点：進行督促中心、納期･在庫変化への対応困難、一部工程･部品のトラブ

ルが他に波及、計画変更に時間かかる、共通部品管理が曖昧に

２）常備品管理方式 stock control system（高使用頻度部品、共通部品：死蔵在庫

発生しやすい、定量発注方式）

３）流動管理方式flow control system 連続生産、多量生産、各種変動を仕掛量で

吸収

3.2 押し出し方

式と引っ張り方

式

１）押し出し方式：生産管理機能集中、計画主導型、代表：MRP ｼｽﾃﾑ

２）引っ張り方式：最終工程に生産指示⇒最終工程からの生産情報から各工程に生

産指示（需要主導型）、代表:カンバン方式

3. 3 MRP ｼｽﾃﾑ

Material

Requirement

Planning

１）システム概要：独立需要と従属需要、タイムフェイズ、4 つのｻﾌﾞｼｽﾃﾑでジャストイ

ンタイム実現

多品種少量生産向け

２）MRP のｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

①プライオリティ計画：独立需要品目についての基準生産計画から決定、タイムﾌｪ

ｲｽﾞで小期間（タイムバスケット）に区切り、独立需要をタイムバスケット単位に変換

②キャパシティ計画：タイムバスケットごとの生産速度決定。個別性産の工数計画

～負荷計画に相当、職場ごとの仕事量をタイムバスケット単位で処理

③キャパシティ管理： 所用能力の確保とタイムバスケットへの割付（個別生産の負

荷計画に相当）

④プライオリティ管理：ﾀｲﾑﾊﾞｽｹｯﾄ内の工程ごと、作業者ごと、日時ごとに作業内容

を指示する差立て

3.4 かんばん

方式

１）システム概要：運搬指示と生産指示を透過的に扱う事で同期化生産構築、生産

指示かんばんと引取かんばんで情報を伝達、フロー：各工程の生産リードタイム⇒

工程間に基準在庫設定→受注から最終工程に生産指示（生産情報）⇒運搬工程を

定義し運搬指示

２）かんばん方式のｻﾌﾞｼｽﾃﾑ：自働化（生産上の良否判定のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ、社外まで拡

大）、需要に応じたﾗｲﾝタクト（売れ行き⇒生産数⇒ﾗｲﾝの生産速度）、平準化生産

（混合ﾗｲﾝ方式、外段取化、シングル段取化）、流れ生産･多工程待ち作業（同期化

生産、1 個流し原則）

POP（Point Of Production）ｼｽﾃﾑ：JIT（Just In Time）生産（⇔MRP）の実現形態、

ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ
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４．IE（Industrial Engineering）

項目 主なキーワード 参照文献

4.1 IE とは 目的：効率的な作業内容の追求と経営数値として扱えるレベルの定量化（テイラー

による科学的管理法から）、方法研究と作業測定⇒作業標準化

１）方法研究

①工程分析：動きの軌跡表現（モデル化、フローダイヤグラム、ストリングダイヤグ

ラム、ﾌｨﾙﾑ分析、針金模型、フロムトゥチャート）とプロセスチャート（ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛｾｽ

ﾁｬｰﾄ：加工と検査、ﾌﾛｰﾌﾟﾛｾｽﾁｬｰﾄ：全事象または作業者の場所変更、事務工程分

析表）

②連合作業分析（ヒトと機械、2 人以上に人間の協働作業、多台待ち、多工程待

ち）

③動作研究（両手作業分析、ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ分析（人間の動作の基本要素）、PTS で定

義された動作要素に分解、ｻｲﾓチャート：繰り返し性の高い微動作、ﾌｨﾙﾑ分析、ビデ

オ分析）

２）作業測定

①時間値利用：作業を動素（ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ）に分解や時間値当てはめ、時間値見積も

り、（PTS 法、標準資料法、経験見積もり法）

②時間研究：ストップウォッチ法、微細時間研究など、仕事を構成単位に分解、時

間尺度で測定･評価

③稼動分析：生産的･非生産的作業の内容分析と効率化、余裕の算定、（連続稼

動分析、瞬間稼動分析、ﾌｨﾙﾑ分析、ビデオ分析）

4.2 作業の分類

と区分

１）作業分類：作業【主体作業（主作業、付随作業）、付帯作業（準備、段取など規則

的に発生）】、余裕【作業余裕、職場余裕、人的余裕、疲労余裕】、非作業（個人的理

由や怠惰で発生）

２）作業区分：大⇒小の順に、工程（切断、溶接、塗装、組み立てなど）＞単位作業

（材料運搬、溶接、点検など）＞要素作業（各材料のセットなど）＞動作（材料選択、

位置調整など）＞動素（探す、つかむ、運ぶなど）

ＩＥ手法：

連続稼動分析：工程～単位作業（1 分以上）、ワークサンプリング法：工程～単位作

業（０．１分以上）、ストップウォッチ法：単位作業から動作（0.01 分）、ＰＴＳ法：動作～

動素（0.001 分）

4.3 各ＩＥ手法

の内容

１）方法研究

前提：モーションﾏｲﾝﾄﾞ（探求し続ける心構え）、ＥＣＲＳの原則（排除、結合、入れ替

え、単純化の４原則）、５Ｗ１Ｈ、動作経済の原則（構成：基本原則、作業域、工具･器

具の使用、治工具および機械の設計）

①工程分析

・動きの軌跡の表現

工程分析基本図記号：○加工、〇運搬、▽貯蔵、⊃滞留、□数量検査、◇品質

検査

フロムトウチャート：要素間の相互関係の程度を記録。製品ごとにどの工程から

どの工程へ流れていくかを一覧表に表したもの（移動経路をレイアウト図上に表した

ものは流れ線図＝フローダイアグラム）

ストリングダイヤグラム：ﾚｲｱｳﾄ上に人やものの移動経路を空間的、立体的に表

現（糸引き線図）順不同な動きの解析向き

ﾌｨﾙﾑ分析（サイクルグラフ：動作軌跡のみ、クロノサイクルグラフ：速度、加減速も）

・プロセスチャート

オペレーションプロセスチャート（原材料、部品のプロセス投入、全ての作業･検

査の系列）

ﾌﾛｰﾌﾟﾛｾｽﾁｬｰﾄ

事務工程分析票

②連合作業分析：人－機会分析表、組作業分析票、組－機械分析表

③動作研究

・両手分析表

・ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ分析（1 箇所、特定作業の分析）、人間の動作を基本要素（ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ）

に分解

ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ記号

・サイモチャート：ｻｰﾌﾞﾘｯｸﾞ分析などの微動作分析で時間も正確に把握したい繰

り返し性の高い微動作を分析

・ﾌｨﾙﾑ分析、ビデオ分析

（２）作業測定

①時間値利用

・ＰＴＳ法（ＷorkFactor 法、Methods Time Measurement 法）

・標準資料法(繰り返し要素対応)、経験見積もり法（経験者が所要時間を見積も

り）

②時間研究

・ ストップウォッチ法、景気計測、微細時間研究

③ 稼動分析（1 日又は長時間、生産的･非生産的内容を分析）

・ 連続稼動分析（終日分析、実態調査、出来高研究）：対象限定、対象

者が観測を意識

・ 瞬間稼動分析：多くの測定対象を瞬間的に観測（ﾜｰｸｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ法）

・ フィルム分析、ビデオ分析

4.4 標準時間 構成：観測時間、正味時間、余裕時間

ﾚｲﾃｨﾝｸﾞ：観測時間⇒正味時間への修正（習熟度のばらつき起因誤差の補正）

１） ｽﾄｯﾌﾟｳｫｯﾁ法：外掛け法による標準時間＝観測時間×ﾚｲﾃｨﾝｸﾞ係数/100×（１

＋余裕率）

余裕率＝余裕時間/正味作業時間＝余裕率／（総時間－余裕時間）

内掛け法による標準時間＝正味作業時間／（1-余裕率）

余裕率＝余裕時間／総時間＝余裕時間／（正味作業時間+余裕時間）

２） ﾜｰｸｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ法：必要観測回数ｎ＝（２／ａ）^2×ｐ（１－ｐ）

ｐ：対象事象の発生率、ａ：絶対誤差（信頼度 95%） a^2＝４×ｐ（１－ｐ）
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／ｎ

1 個当り正味時間＝総経過時間×総経過時間中の作業中割合／総生産個数

×ﾚｲﾃｨﾝｸﾞ係数／１００

1 個当り標準時間＝1 個当り正味時間／(1-余裕率) ｂｙ内掛法
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５．品質管理

項目 主なキーワード 参照文献

5.1 品質管理と

は

生産管理の第 1 次管理に対応、SQC と TQC に大別

SQC：管理図の理論と種類＋抜き取り検査の理論

TQC:全社を対象とした組織的活動と小集団活動（QC ｻｰｸﾙなど）の融合、PDCA サ

イクル

52 品質とは １） 品質特性：出来るだけ数量的に表示（品質特性地）

２） 真の特性と代用特性（新の特性の原因、直接的な品質管理対象）

３） 品質目標と保証品質：水準は品質目標＞品質標準＞検査基準＞保証品質

5.3 統計的品

質管理

連続計量値：正規分布、計数値（欠点数、不良品数など）：2 項分布、ポアソン分布

標準偏差σ＝√{∑（μ－Xi）^2／（ｎ－１）}、 μ：平均、ｎ：ﾃﾞｰﾀ数

１） サンプリング

①母集団平均μ＝標本平均χ、 標本標準偏差Ｓ＝母集団標準偏差σ／√（抜

き取り数ｎ）

２） 管理図法：上側管理限界線、下側管理限界線、第１種の誤り（あわてもの）、第

２種の誤り（ぼんやり）

① 計量値管理図：平均値ｘ‘、ﾒﾃﾞｨｱﾝ（中心値）、ｘ管理図（個々の観測値）、Ｒ

管理図（群の範囲）、ｘ‘－Ｒ管理図（平均値と範囲）、ｓ管理図（標準偏差）

② 計数値管理図：ｐｎ管理図（不良個数）、ｐ管理図（不良率）、ｃ管理図（欠点

数）、ｕ管理図（単位当り欠点数）

③ Ｘ‘－Ｒ管理図：平均値±３σに管理限界線（３シグマ法）、標本値の平均

値ｘ’がｘ“±３Ｒ／√ｎｄ2の範囲にあるかで管理、Ａ2＝３√ｎｄ2として、平均

値の管理限界線は、中心線ｘ”、管理限界線＝ｘ“±Ａ２Ｒ‘

Ｒの管理限界線は中心ｓ年＝Ｒ‘、 上部管理限界線＝（１＋３ｄ３／ｄ2）、株

管理限界船＝（１－３ｄ３／ｄ2）Ｒ’

④ ｐ管理図：二項分布、ｐ‘＝ｐ（母平均）、管理限界＝ｐ’±√{ｐ‘（１－ｐ’）／

ｎ}

⑤ ｃ管理図：ポアソン分布、ｃ‘＝ｃ（母平均）、標準偏差＝√ｃ、管理限界=ｃ’

±３√ｃ

⑥ ｘ管理図：

⑦ ｘ‘管理図：

⑧ ｐｎ管理図：

⑨ ｕ管理図：

３） 検査

① 検査の時期：受入検査、中間検査、最終検査、出荷検査

② 全数検査と抜き取り検査

③ ＯＣ曲線（Operating Characteristic curve）：ﾛｯﾄの不良率と抜き取り検査の

合格率の関係

ﾛｯﾄ合格率、ﾛｯﾄの合格期待値割合、抜き取り検査の期間中に製品が合格する

確率の平均値

5.4 TQC Total

Quality Control

⇒TQM へ

QC ｻｰｸﾙ、QC7 つ道具：層別（母集団の分類）や、ﾊﾟﾚｰﾄ図（項目別に出現頻度の大

きさ順、累積和を表示）、特性要因図（ﾌｨｯｼｭﾎﾞｰﾝ）、ﾋｽﾄｸﾞﾗﾑ（度数分布）、散布図（2

組の母集団、ｎ組ｻﾝﾌﾟﾙ、原因系 Xvs 結果系ｙ）、ｸﾞﾗﾌ・管理図（3σ等）、ﾁｪｯｸｼｰﾄ

（JIS 記載無） 新 QC7 つ道具：親和図法、PDPC 法（計画図利用）、連関図法、系統

図法、ﾏﾄﾘｯｸｽ図法、アローダイアグラム、ﾏﾄﾘｯｸｽ･ﾃﾞｰﾀ解析法

管理サイクル（PDCA）、５S（整理、整頓、成層、清潔、しつけ）、3 ム（無理、無駄、ム

ラ）

６．設備管理（稼働率の低下要因＝初期：立ち上げ不良、安定期：チョコ停、老朽期：規定速度以下での運転）

項目 主なキーワード 参照文献

6.1. 工場運営と

設備管理

狭義：設備保全、広義：工場設備全般の計画やその保全に至るまでの総合管理

6.2 設備保全 １） 目的：稼働率の維持のための調整や修復活動

① 稼動ロスの内訳：負荷時間－故障･段取替＝稼働時間、稼働時間－チョコ

停・速度･空転＝正味稼働時間、正味稼働時間－工程･立上げ不良＝貸し

稼働時間

② 稼働率の種類

・ 時間要素の稼働率：（負荷時間－停止時間）／付加時間

・ 性能要素の稼働率：（理論タクト時間×総処理数量）／稼働時間

・ 良品率要素の稼働率：（投入数量処理時間－不良数量処理時間）．

正味稼働時間

２） 生産保全

要素：保全技術・保全計画実施・保全予算・保全業務評価、

生産保全 ProductiveM：予防保全 PreventiveM（日常保全・定期保全・予知保全）

＋改良保全 CrrectiveM＋事後保全 BreakdouwnM（緊急保全・計画事後保全・非〃）

＋保全予防 Mprebention（開発・設計段階）

３） 設備の寿命特性曲線（バスタブ曲線）：初期故障期（早期発見、集中手当て、慣

らし運転、手直し）⇒偶発故障期（日常保全、事後保全）⇒磨耗故障期（予防保

全）

４） 時間による信頼性･保全性

平均故障寿命 MTTF（非修理系）、平均故障感覚 MTBF（修理形）、平均修復時間

MTTR

アベイラビリティ（利用可能時間割合）＝MTBF／（MTBF＋MTTR）＝R（ｔ）＋{１－

R(t)}M(τ)

ｔ：無故障動作時間、τ：修復時間（保全時間）、R(ｔ)：信頼度×無故障の確率、

M(τ)保全度×保全（修復）完了の確率 （信頼度、保全度、アベイラビリティは JIS

で定められている）

非修復系は信頼度のみ扱う

５） 信頼度のﾓﾃﾞﾙ

直列ﾓﾃﾞﾙ：信頼度 R=R1×R2、不信頼度 F＝F1＋F2－F1×F2＝１－R
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並列ﾓﾃﾞﾙ：R=R1＋R2－R1×R2＝1-F

F=F1×F2

７．サービス業の生産管理

項目 主なキーワード 参照文献

7.1 サービ

スの特性

特性：無形財、生産と消費の同時性、非貯蔵性、不可逆性、一過性⇒事前、事後のデー

タ収集が困難

7.2 サービ

ス業の品

質管理

目的：顧客満足品質のｻｰﾋﾞｽ提供←業務の明確化、CS の測定⇒品質の維持･改善

特性：人的関与度高い⇒提供者による品質変動性（同一水準の品質維持困難）

対応：明確な事業方針⇒ｻｰﾋﾞｽ提供前の準備を完全化：採用方針、教育訓練、適正配

置、日常管理強化、業務ｼｽﾃﾑと行動の標準化、ﾏﾆｭｱﾙ化

真の特性と代用特性

管理対象ﾌﾟﾛｾｽ：ｻｰﾋﾞｽ提供前段階、ｻｰﾋﾞｽ提供段階、サービス評価段階

生産管理手法の応用（ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ効果も期待できる）


