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システムの信頼性・保全性解析

一確率過程としての解析の立場から-

1.序論

システムな高信頼度に保つため，つぎの手法が

よく知られている.

( i) 放樟したユニットを修理する. (ii) システム

を元長化する. (jii)故障する前に保全方策を講じ

る.信頼性潔論における主な問的はこのよう

法を採用したとき，信頼性がし、かに向/-.したかな

調べることである.

ここでは，修理可書きな単一ユニットシステム，

2 ユニットシステム，多重系システムの信頼解析

を行ない，保全方策として，事前取替と予防保余

を考え，それぞれの最適方策について論じる.

これらの鵠題は確率過程における再生理論やマ

ルコフ再生環論，マルコフ決定理論の手法を使う

ことによって解析される.すなわち，取替問題に

対しては再生潔論，システムの解析や予防保全問

題に対してはマルコフ再生理論，マルコフ決定理

論を適用する.このように，稽綴性理論は確率過

程論の発展と密接な関係があり，待ち行列理論と

ならんで確率過程の重要な応用分野となってい

る.

とくに断らないかぎり，ここではつぎの記号宏

使う . f(t) , F(t) : 故障時関税度，分布. 112: 分

布 F(t) の刊~)， G(t) : 修理時間分布. IIp: 分布

G(t) の平均. 'r(t): 故障本， すなわち， r(t) 口

f(t)/[I-F(t)J. M(t) : !玄関 (0， tJ における再生

関数.φ(t) を任意の分布としたとき， φ(t)=I

φ (t) ， φ*(s) : 分布 φ(t) のラブラス・スチルチヱ

ス変換， φ〈川 (t) : φ (t) の n 議たたみ込み.
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Z 修理をともなうシステム

故障したならば修理可能なシステムを考える‘

修理終了後，システムは新品同様に動作すると仮

定する.システムが単一品ニットで構成されてい

るならば，このシステムはアップとダウン宏繰り

返すもっとも基本的なモデルになる.このとき，

2 状態なもつマルコフ再生過程 [36J を形成し，

これは交正再生過程[3 J ともよばれている.こ

の過程の滞在詩開問題が [37]で研究されてい

る.ここでは，これらの理論を信頼性モデルに適

用し，単一旦ニットシステムの信頼性の諸般，そ

れの近似解を与える.

2 ユエットシステムを解析するためには，ある

点が事手生点にならないため，従来のマルコブ干写生

理論を修正した手法を使う [27].これは 2 ユニ

ットモデルを解析するのにもっとも適した手法に

なっている.

多重系システムに対しては， [1 , p. 訪日によ

ってそのシステムを解析するのに使われる確率過

程の分鯛がなされ，結果がまとめられている.こ

こでは，待機冗長システムを簡単に紹介する.

2.1 単一ユニマトシステム

動作状態と修理状態を交互に繰り返すシステム

を考えよう.そのとき，動作状態を 0 ，修理状態

を 1 とおくならば， (0, tJ 聞における平均故障数

M01(りは， [ 1 J からつぎの涛生形方程式を M01 (t)

に関して解くことによって得られる.

(2. 1) M01 (吋;[1+Mu(…)] dF(x) , 
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{叫 Mu(ベ;ぬl {t-X)似♂)

すなわち， MQl(りはユニットが時刻 z で故障し

た回数に，修理開始後(0， t-xJ 聞における平均

故障数の和で与えられる. (2. 1)式， (2.2)式をラ

プラス・スチルチェス変換し ， Mo1(t) に関して解

くことによって，

(2.3) MJ(s)=--1-hL一一
I-F吋s)G*(s)

待望事~ t で故障している書家本で与えられる瞬爵ア

ンアベイラピリティは，

(2.4) 九d吋;[i-G(日)JdMo1(x)

で与えられるから，そのラヅラス・スチルチェス

変換は，

(2.5) P01*(s)=主主丘日立G*(泣J
l-F*(s)G*(s) 

一般に，上記の逆変換を求めることはむずかし

い.しかし，充分大きい時間 t に対しては， [3 J 

カミら，

11え
(2.6) MOl(t)~一一一一ロデhァ-I/，HI/μ… I/J十 iμ

1. U12 -ト U，，2
+-z- +2(iカ日初2

1/ .u 
(2. 7)ん(t)=-Iー

I/J十 1/μ

ここで， σ式 σμ2 は分布 F(t) ， G(t) の分散である.

充分小さい時間 t に対しては，

(2.8) MOl(t) ~F(t) ， 

(2.9) P，似 ~~:[I-G(日)JdF(x)

を計算をすれば充分であることが示される[31].

2.2 ユニ'"トシステム

冗長システムでもっとも基本的なユニット待機

冗長システムを考える.一つの.;:Lニットが故障し

たならば，待機中の他のユニットが動作し，故障

したユニットは修理される.二つのユニットが動

作不可能になったとき，システムは故障したとい

う.そのとき，マルコブ干写生過程の理論を応用す

ることによって，はじめて故障するまでの時間分

布，区間 (0， tJ において，システムが故障する平
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均毘数，持友tl t でシステムが故揮している確率が

ひねで求められている.

その他の 2 ユニットモデルに対しては，相異な

るユニット [18J ， 2 ユニット並列システム [23J ，

2 ユニット優先待機冗長システム [22J ， 2 変数指

数故障分布をもっ並列システム [24J，故障，修理

時聞が離散型分布に従う [10J，などのモデルが同

様に解析されている.

2.3 多量系システム

多重系システムはある特部な条件，特別なモデ

ルを除いては解析することはむずかしい.たとえ

ば n 倒の予備ユニットをもっ待機%長システム

を考えてみよう.これは有限状態をもっγルコフ

連鎖を形成し，二項モーメントの手法[38J を使

うことによって， MTTFやアベイラビリディを求

めることができる.さらに，システムが故障する

までに状態制去は修理中のユニットの総数}を訪

れる平均部数などが求められている口4J. その他

の多量系システムに対して，それがどのような確

率過程在形成するかが表で与えられている[ 1 J. 

3. 年齢に依存した取替方策

動作中のシステムの故障はしばしば多額の費用

とときには危険な状態を招くことがある.この場

合，故障する前にいつシステムを取替えるかを決

めることは重要な問題である.ここでは，システ

ムの状欝として動作状態と故欝状態だけを考慮し

た場合について実際上よく使われている年鈴によ

る取替とブロック取替を扱う.

個別取替は to時間後に事前取替するそデルであ

り，単一エエユットの取替に用いられている.最適

取替;方策に関していままでの結果のまとめと割引

率を考慮した場合，故障時間が離散型分布にした

がう場合の最適方策について論じる.

ブ口ック取替はT持題掲額で取替するそデノレで

あり，大型なシステムの保全に用いられている.

ci こでは，三つの方策を考え，それぞれの場合に

ついて最適方策を求める.

1145 © 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



F

一

叫
一
出

6

一
、

l
'

Z

一
t

C

一
/
t

H
一
午

的
一E
Y

叫1
1
M
.

ρ
h
v
一

内1
4

Q

一一
一

4
L
 

α
 C

 
(3.3) 

前の結果において， K を，

c1 F本 (α) 十 C2 [1-F*(α)J 
K(α) ー

(Clーの) [1-F*(α)Jjα 

と置き換え， (3.2) 式を，

(3.4) r(川Sot-dF(t)dt-tofadF(t)= 丘
.IU .IU CI-C2 

年齢による取替

単一ユニットが故障取替のほか，動作開始から

ぬ時間無故障で動作すれば事前取替を行なう取替

問題を考える . to(O<to三∞)は事前取替時間とよ

ユニットが時刻 O で動作すると仮定し，

3.1 

ばれる.

Xぉを各ユニットの故障時間としたとき，各再生

の間隔時聞はみ=min{Xk， to} (k= 1 ， 2，・・・)にした

がう再生過程を形成する.

同様な結果を得る.

最後に，故障時聞が離散型分布 {PJ}j'=1 にした

がう場合を考えてみよう.すなわち，ユニットは

動作開始から no サイクル無故障で、動作すれば事

前取替するモテ、ルで、ある.このとき，サイクル当

りの期待費用は(3.2) 式を離散型に書き直すこと

と書き換えることによって，

tこよって，

Cl :E pj +C2 :E ρj 
C(no)= 土勺了五三no+l

:E :E pj 
(3.5) 

となり，前の結果がつぎのように書き換えられる

[29J. 

故障率 r"，= lim rn が存在し ， r∞>K なら

ば， C(∞ ) >C(no) なるある有限な no が存在

円=ρηj :E pj. 

故障率 T況が単調増加関数で r∞>K なら)
 

-
1
 

・

1(
 

再生理論を応用することによって，単位時間当

りの期待費用は，

取替からつぎの取替までの期待費用
C(to) =取吾示らづぎ面販曹吾で函平均面隔蒔聞

で与えられる.よって， [! ]から，

_ c1Pγ {Xk::::tO} +c2 Pγ{X匙 >to}
C (to) 一一一←一一一一一 一

E{Zk} 

_cIF(to) +c2F(to) 

~:o F (t) dt 

ここに， Cl , C2 は故障取替，事前取替費用をあら

わし ， Cl>C2 と仮定する.そのとき，最適取替方

策に関してつぎの結果が得られる[35J.

( i ) 故障率の極限 r(∞) = lim r(t) が存在し，

r(∞)>K ならば， C(∞)>C(to) なるある有

限な toが存在する.ここで， K=}.Ct!(cl-C2). 

(ii) 故障率 r(t)が連続な単調増加関数で， r( ∞) 

>K ならば， C(to) を最小にする最適事前取

替時間 to* は次式の解として一意的に定まる.

(3. !) 

ここで、，する.

)
 

-
1
 

(
 

ば ， C(no)を最小にする最適事前取替時間 no*

が次式の解として一意的に定まる.

h(no) ミ 12 ，
Ct-C2 

ここで， h(O) =0 , 

h(n) =r糾t :E :E pj- :E PJ(n=! , 2,...). 

故障率九が単調増加関数で， r田>K なら

ば， rπ0+ 1 二~K を満たす最小の no が存在し，

no*三二死。である.

h(町一 1)<三塁ー
CI-C2 

(3.6) 

r(ぬ )¥to 
F (t)dt-F(ゐ)=コ三

.10ι1-一ι2

故障率 r(t)が連続な単調増加関数で， r(∞) 

>Kならば， r(to) =Kを満たす有限な解 t。が

存在し ， toキ <lo である.

(3.2) 

)
 

・

I
l
 

-
ｭ(
 

)
 

-
1
 

・

1
・

1(
 

ブロ..，ク取替

ユニットが自己の年齢に関係なく時間間隔 KT

(K=! ， 2 ， ・・・)で定期取替を行なう方策を考える.

3.2 

( i )は有限な事前取替時聞が存在するための充分

条件を示し， (iii) は t♂の上限を与えている.式

(3.2)は取替問題や予防保全問題の最適方策を求

める際，もっとも基本的な式となっている.

将来の取替費用を現在の費用に換算するため，

割引率 α を考慮するならば，全期待費用は[ 5 J 

この場合，各再生の間隔時聞が一定である再生過

程を形成する.

から，
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ユニットが定期取替時間間隔内で故障した場合

の処置方法によってつぎの三つの方策を考える

[ 1 ]. 

1. 故障したユニットはすぐに新しいユニットに

取替える.この場合単位時間当りの期待費用は，

(3.7) CdT) = 

C1 x [(0, TJ 聞における平均故障数J+C2
T 

C1M(T)+C2 
T 

ここで， Ct, C2 は故障取替，定期取替の費用.

2. 故障したユニットは定期取替時聞がくるまで

放置され，その時聞がきたときのみ取替えると

する.単位時間当りの期待費用は，

_C1 X[平均ダウンタイム J+ω(3.8) C2 (T) = ~l" L I >--,j/ T 

~T 

C1 ~oF(t)dt+C2 

T 

ここで， C1 は故障してから定期取替で発見され

るまでの損失費用， C2 は定期取替費用.

3. 故障したユニットは小修理のみを行なう.単

位時間当りの期待費用は，

(3.9) Cs(T)= 

C1X [(0, T)聞における平均小修理回数]十C2
T 

~T 

C1~or(t)dt+C2 

T 

ここで， C t, C2 は小修理の費用，定期取替の費

用.

一般に，これらの結果は，

C1\_ <<p (t)dt+ω 
(3.10) Ci(T)= 些ι T

と書くことができる.さらに，有限な取替時聞が

Ci(T) を最小にする必要条件は，それがつぎの式

を満たすことである.

~T 

(3. 11) ~o tdﾘ(t) =C2/c1 ・

もし，将来の費用を現在に換算するために割引

率 α を考慮するならば，全期待費用は，

1978 年 9 月号

~T 

C1¥_ e-at ゆ (t)dt+C2 e-aT

(3. 12) Cdα;T)= ~ーっ二五τ

さらに， n個のユニットをもっシステムを考え，

時刻KTで一斉取替するとするならば期待費用は

方策 1 ， 2, 3 に対応してゆ (t) を nM(t) ， F(川 (t) ，

nr(t) と置くことによって得られる.

4. 年齢に依存した保全方策

故障前にシステムの予防保全をするため，点検，

オーバホール，必要ならば修理する方策を考える.

この場合，システムは動作，予防保全または修理

を順次繰り返すため，有限状態をもっマルコフ再

生過程を形成し，その理論からいろいろな信頼性

の諸量を求めることができる.

ここでは，最適方策を決定する目的関数として，

アベイラビリティ，期待利得，区間信頼度を採用

する.さらに，間欠使用モデルや多重系システム

の予防保全方策についても簡単に述べる.

4.1 単一ユ=ッ卜の予防保全

単 Aユニットが故障修理のほか，動作開始から

to 時間無故障で動作すれば予防保全を行なう問題

を考える . to(O < to ::;;∞)を予防保全時間とよぼ

う.

(1) アベイラビリティ

定常アベイラビリティはよく知られているよう

Iこ，

平均動作時間
平均動作時間+平均ダウンタイム

で与えられる.この場合の平均動作時間は 3.1 節

で求めたように ~:OF(ゆであるから，定常アベ
イラビリティ』工，

(4.1) A(to) = 

j:F(り
~:O F(柿+(1/μ1)F(ぬ)+(1/向)F( ぬ)

ここで， 1/μ1> 1/仰は平均修理時間，予防保全に

要する平均時聞をあらわし， 1/μ1>1/μz と仮定す

る. J二式において， 1/仰をのと置き換えること
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によって ， A(to)を最大にする最適方策は (3.1) 式

で、与えた C(to)を最小にする問題に帰着できるこ

とが容易に示される[ 2 ].さらに，故障時闘が離

散型分布にしたがう場合の最適方策も [26J で議

論されている.

(2) 期待利得

ユニットがある物を生産するため動作している

場合を考え， eoを生産によって得られる単位時間

当りの利益， e t, e2 を修理，予防保全による単位

時間当りの利益とする . el とのは主に保全費用

であるから負であり ， eO>e2>el と仮定する.こ

のとき，単位時間当りの期待利得は [15J から，

(4.2) C(to)= 

dF(柿+(引/μI)F(向)+(の/μ2)P( 向)

~:o P(柿+(1/川(ぬ) +(1/川(向)

とくに， 1/内 =1/μ2=1/μ のとき， ，':氏陣ヰベ r( t) が

連続な単調増加関数で， r( ∞) >Kt, r(O) くんな

らば ， C(to) を最大にする最適予防保全時間 to* が

次式の解としてー a意的に定まる.

(4.3) r(向 )r\~op(t)dt+ l/μ I-F(ゐ)=宇土手，
LJU .J eZ-el 

kt=-, eo ーてFF K1= 恒三戸2
l 一 (e2- et}/〆，-(e2-et} (I/ﾀ+ 1/μ) ・

(3) I丘間信頼度

区間信頼度 R(x， T)はある時刻 T から 3 時間

無故障で動作する確率として定義される.予防保

全を考慮したとき，区間信頼度 R(x， T; to) はつ

ぎの方程式で与えられる [11J. 

(4.4) R(x, T;to) =F(T十x)A(T)
rT ーー

+ ¥ P (T + x -ll) A (u) dM (u) . 

ここで， A(t) =O(t< to) , A(t) = 1 (t之内)であり，

dM(u)は時刻uで修理または予防‘保全が終了する

確率である.この式において ， T→∞としたとき

の区間信頼度は再生理論におけるブラックウェル

の定理から，

(4.5) R(x; to) =lim R(x, T; to) 
T→∞ 

548 

~=+人F( t)dt 

~:oP(柿+(1/μtlF(ぬ) + (1/向)P( 内)

とくに， 1/μ1=1/μ2=1/μ のとき，故障率 H(t)=

[F(t十♂)-F(t)J/P(t) が連続な単調増加関数で

H(∞)>K2 ならば ， R(x;to)を最大にする to* が

次式の解として一怠的に定まる.

(4.6) Hυ。) [~:op(t)dt+ 1/μ] 

_ ~:o[P(t) _P(日)Jdt= 1/μ， 

K2=~:~(柿+1//1 
2--1/~千17/1

もし ， Tが一定でなく指数分布(l-e-at ) にした

がうならば，区間信頼度は，

(4.7) R(x， α ; to) 

αtazjfzt-叫 P(t)dt

α伊(α) ~:いP(川+1-G*(α)

さらに，費用を導入した場合や離散型の場合も

日 2J で議論されている.

(5) 間欠使用モデル

ユニソトが確率 ρ (=r/(θ +r)) で使用が要求さ

れるとする.そのとき，失望時間までの平均時間

は [34J から，

(48)T(to)=j 

+. ~_:'甲山一 1/(町)
l-pG1*(θ)F(to) 一ρG2*(θ )P(to)

もし ， À<(θ +r )， 故障率 r (t) が連続な単調増加

関数で， r(∞)>K4 ならば， T(to) を最大にするお*

は次式の解として一意的に定まる.

(4.9) r(to) f\top(t)dtー!一 I-F(to)
LJoθ+rJ 

1ρG1*(θ) 
p[G2*(θ)-G1*( θ) J ' 

K 一 1-pG1*( {j)
4 一ρ[G2*Cil)-G戸cofjτ I/Àー 1/(8二十日j.

4.2 多量系システム

2 ユニット待機冗長システムに対する予防保全
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には，二つの方策が考えられている.一つは予防

保全時聞に達したとき，予備ユニットが保全中で

あれば終了するまで延期するという方策であり，

他方は予備ユニットに関係なく時聞がくれば予防

保全するという方策である.前者のモデルに対し

て， MTTF，アベイラビリティ，単位時間当りの

期待費用，を最大または最小にする最適方策が議

論されている [20， 21 , 28J. 前者と後者の MTTF

の比較が [6J でされている.さらに 2 ユニッ

ト優先冗長システムは[33J で敏われている.

多数ユニットをもっシステムの予防保全問題を

論じることは非常にむずかしい. [25Jでは，一つ

の主ユニットと予備ユニ y トをもっシステムを考

え，単位時間当りの期待費用を最小にする主ユニ

ットの最適予防保全時間を求めている.

5. 状態に依存した取替，保全方策

前節までに取扱われているシステムはその状態

としては動作状態と故障状態の 2 種だけが仮定さ

れていたが，本節では，システムは多くの状態を

もつものとする.たとえば n 個のユニットから

構成される並列システムを考え，システムの状態

を故障ユニットの数に対応させると，システムは

n+1 {闘の状態をとることになる.いま各ユニット

は独立に故障し，その故障時聞は平均 1/えの指数

分布にしたがうとする.このときシステムの故障

時間分布は，

[1-exp( -.ilt)J 凡

で与えられるが，この分布が IFR であることは

容易にわかる.また n ユニット冷予備システム

の故障時間は，各ユニットが指数故障をする場合

には，よく知られているように，アーラン分布を

するが，この分布も IFR となる.したがって，

このようなシステムの保全問題を考える場合，シ

ステムの特性をあらわすものとして，その年齢だ

けを採用すれば，前節ーまで、の保全方策は充分な意

味をもっている.しかしながら，年齢保全政策に

おける予防保全時刻においても n 個すべてのユ

1978 年 9 月号

ニヅトが動作可能な場合もあり，そのときには当

然ながら保全は行なう必要がないことになる.こ

のことは，もし，あまり大きくない費用で状態の

観測，識別が可能ならば，保全政策は年齢だけで

なく観測された状態にも依存した形で決められる

べきであろうことを示している.このような情況

を反映しているモデルの一つがマルコフ的劣化シ

ステムである.このモデルはシステムに対する情

報をよりよく利用している点では年齢だけを考慮

したそデルよりすぐ、れているように思われる.し

かしながら，実際問題への応用という面では，つ

ぎのような欠点をもっている.すなわち，充分有

効に利用しうるほどの情報を得るには多くの費用

を要することが多い，システムの状態の観測，遷

移確率の推定など，必ずしも正確でない，保全計

画は状態に依存する結果予防保全時期が不定期に

なり計画がたてにくい，とくに保全対象となるシ

ステムが複数の場合などモデルが複雑になり解析

が面倒である，など.最近のマルコフ的劣化シス

テムの研究はこれらの欠点を少しずつではあるが

除く方向に進んでいるが，年齢取替とか，ブロッ

ク取替にかわって実用に供されるにはまだ大きな

障害となっている.近い将来充分実用化されるほ

ど簡潔な形で解決されることを期待して，またそ

の一助とするために，ここ 15年間ほどの研究の概

略を述べることにする.離散時間のモデルについ

ては[7]に紹介されているので，ここでは連続

時間のモデルについての研究を紹介する.

離散時間のマルコフ的劣化モデルについてはか

なり多くの研究がなされているが，連続時間のモ

デルについての論文は数えるほどしかないように

思われる.これは状態が時間的に連続に変化して

もその観測が日に l 回とか月に l 固とかの定間隔

で行なうのであれば離散的なモデ、ルに帰着するこ

と，また離散的なほうが数学的に取扱いやすいこ

と，がその主たる原因であるが，もともと状態が

離散時間で変化することは少ないのであり，連続

時間のまま保全方策が論じられれば，それにこし
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たことはないと思われる.

連続時間のマルコフ的劣化システムの基本モデ

ルは，はじめ[ 4 ]で与えられ，つぎのようなも

のである.

1. システムは 0， 1 ，・"， 11 ， 11+1 の状態をとり，こ

れらの状態は保全のないときは 11+1 を吸収状

態とする連続時間のマルコフ過程をなす. 0 は

新品の状態， n+l は故障状態に対応する.

2. システムの故障は常時発見可能であり，故障

すれば，ただちに新品と取替えられる.

3. システムの状態は観測によらねばわからず，

定時間間隔 Tで観測される.

4. システムが観測により，状態 m， m+l ， … ， n

にあることがわかると予防的に取替えられる.

すなわちシステムはControl Limit Rule(CLR) 

の下で予防取替が行なわれる.状態mは control

limit とよばれている.

5. 保全のないとき，時刻 t で i にあるシステム

が時刻 t+dt で j にある確率は ， Àijdt である.

ただし，んi=O.

システムの状態遷移確本を Pij(t) とすると，こ

れは一般には次式を解くことにより得られる.

(5.1) Pij(t)=δlj exp( ーん t) + (l-ﾙlj) 

ZJ;ん叫(-ﾀi.'C) 

Pkj(t-x)dx, 

(5.2) p，川 1 ， j(t) =ゐ+1， j 

ここでふ1 はクロネッカーのデルタ，であり，

1L+l 
(5.3) ん三 Z ん， j 

式(ラ. 1), (5.2) は，ん iがある特殊な形をしてい

るときには解きうる.劣化システムでは，状態の

番号は，それが大きくなるほど劣化の程度が大き

いとし、う解釈をするのが普通であり，その意味で

は i>j に対しては ， Àij=O とすることが多い.

この中でもとくにシステムは突然故障することは

あるが，劣化は一段階しか進まないとしづ場合に

は， αi= ん， η+ 1， ßi= ん， i+l とおいて，式(5. 1) , 

(5.2) から，
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(5.4) Pij(t) =ßißi+l…ßJ-l 

L; exp( ーん t)/ I I (ーん+ん)
k=包九=t，年k

(55)PM+1(t)=Spklpzj(3)dz 

が得られる.ただし， I二式は，すべての i ， j に

対しん#んの場合である.またとくに，すべての

ん j に対し，ん=Àj， αi=O のときには，よく知ら

れているように， Pi ， 糾 1 (t) はアーラン型になる.

[ 4 J では式 ('í.l) で与えられるシステムに対

し，時刻 t までのこ予防取替，故障取替の期待数，

Up(t) , Ur( t) ， および年齢 z のシステムがその

後 t 時間故障せずに動作する確率 R(t， x) が求め

られている.予防取替，故障取替，観測の l 回当

りの費用を Cp ， Cj'， じI とすると，保全政策の目標

Lt , 

(5.6) C(t) =cpUp(t) +正バ/J (t) 十じl[t/ 1'J

あるいは単位時間当りの期待・コスト，

(ラ. 7) lim C ( t) / t 

を最小にするように， T , 1n を決定することであ

る.

先の基本モデルにおいては，システムは定間隔

で観測されているが，実際には，種をの原因から

l前もって決められた時刻に観測で、きない場合もあ

る.たとえば複数の機器が l 人の保全要員により

管理されている場合，ある機器の予定された観測j

時刻に他の機器の修理中であるときは，観測は修

理完了後なされる.その結果，観ìJ\U時間間隔はゆ

らぎ，確率的になることがある[ 9 ].問題は最適

な f防保全を行なうべき状態を決めることである

が，その遷移確èt(が式(ラ.4) ， (5.5) で与えられる

ようなシステムに対し，取替コストの他に，故障

による損失を考慮した場合について， CLR の最

適性がセミマルコプ決定過程を利用して証明され

ている.ただし，システムの劣化は政障しやすく

なるというように定義される.すなわち ， i<j の

とき的<αj ， と仮定されている.このモデ‘ルは，

観測時間間隔の分布を単位分布にとると定時刻観

測のモデルになり，ある意味で先のモデルの拡張
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にもなっている.

以上の二つのモデルでは，つぎの観測時期は現

在の状態にまったく依存しない形で決められてし、

る.しかしながら，一般的には，状態が悪、くなれ

ば，つぎの観測はなるべく早く行なう，と考える

のが自然、であろう.その d怠味で，現在観測された

状態に対し保全をしないときは，つぎの観測時期

を状態に依存して決めるというモデルが考えられ

る[ 1 ].システムは CLR の下で予防取替がなさ

れる. control limit を m とする.システムが状

態 i に観測されたならば，押Z 三三 i-::;'n のときは予防

取替を ， i=n+1 のときは故障取替を施こし ， i< 

m のときは取替は行なわずに，抗時間後に観測を

行なう.問題は l サイグル当りの期待費用を最小

にするように m および抗の組を決めることであ

る . m を同定したときに，最適な L引を求める方

法を示す.

Ci(X)をシステムが状態 i(<m)に観測された

とき，つぎの観測を :cH事間後に行ない，その後最

適な行動をとったときのつぎの取替までの期待費

用とする . Cm-l(X) がつぎの式を満たすことは符

易にわかる.

(5.8) C叩ーl(X) =Cp Z::; P，叩_[， j(X) 

+Cf P.間ー[， η+l(X)

+Pm- [， 拙ーl(X)C間ーl(X) +C1 

的で最適な X の値を示すとすると，式(5.8) から

Xm-l は次式で与えられる.

(5.9) C,n-l(Xm-l) =min[ {Cp+CI+ (cf-Cp) 

Pm-h n+dx)} / (1-p，明-[， m-l(X))]

また Xi Lì.-'産党に，

(5. 10) Ci(Xi) =min [{cp Z::; P!, j (x) 

で与えられる.

十CfPi， n+l(X) 
叫ー1

+ Z::; Cj(Xj)Pi, j(X) 十 cd
j=i+l 

/(1 -Pむ i(X))J 

m を O から n まで変えることにより，最適な m

と，観測時間の系列が求められる.

1978 年 9 月号

上のモデルで、は，保全政策の評価規準は 1 サイ

クル当りの期待費用であるが，この意味での最適

な政策は必す*しも長時間にわたる単位時間当りの

期待費用を最小にするものではない. 1 -1Tイグル

当りの費用は少なくても，その長さも小さくなれ

ば単位時間当りの費用は大きくなる場合もある.

一般には，評価規準としてはサイクル当りよ

りも，単位時間当りの期待費用を採用するほうが

好主しく思われる.以下では，この場合について

考える[ 8]. 問題は，セミマルコフ決定過程を使

うことにより解かれるが，ここでは[ 1 ]の定式

化とよく似た方法を述べる.予防，故障取替には

平均的に T刊 Tf の時聞を要することとする.観測

により状態 i にシステムが存在することがわかっ

たときにとられる決定を D! で示し ， Di=l(x)は

予防取替は行なわずにつぎの観測を3時間後に行

なうという決定を， Di=Mは，予防取替を行なう

とし、う決定をあらわすことにする.問題は各 i に

対 L. 最適な Di を選ぶことである.

(5. 11) 

([CfPi ,n+l(X)+cd 1-P川+l(X)}

•+ Z::; Pij(則的 (u)
j=i+l 

_u{~X (-Pi ， 叫l(t) )dt 
η (u)=j "") 

I+TfPi,n+l(X) }J/{ 1-Pi,i{X)} 

Di=l(♂)のとき

cpTp-uTp Di=Mのとき

を定義する.最適な Di はつぎのアルゴリズムに

より与えられることが示される.

1. ある u に対し ， Vo(u) を最小にする Di の組を

求める.これは，まず町(u) を最小にする Dn を

求め，つぎのそのときの町(u) を使い Vn-l(U)

を最小にする Dn-l を求める.以下同様にして，

D','.-2' Dト3，… ， Do を求めることにより得られ

る.

2. つぎに u を変えることによりむo(u) の最小値

が O になるような u を求める.このときの Di の

組が最適な政策を与える.

上のアルゴリズムを使い，つぎの形をしている
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最適な政策が存在することが示される.

i) i=O, 1 ，… ， h一 l に対し ， Di=I(∞)すな

わち，観測はせずに故障したときだけ取替を

行なう.

ii) i=h, … , m-1 に対し ， Di=I(山) (Xi< 

∞) .ここで Xi は i に関し非増加である.

iii) i=m,"', n に対し ， Di=M. すなわち，

CLRが成り立つ.

以上，マルコフ的劣化システムの保全問題につ

いて，これまでの研究の主なところを概観した.

むすび

ここでは，われわれが再生理論，マルコフ再生

理論，マルコフ決定過程理論を使って，システム

解析をした研究の概観を述べた.しかし，現実の

システムはより以上に複雑であろうし，とくに保

全問題を論じる場合，そのモテ、ルに応じていろい

ろな条件が必要になってくると思われる.ここで

得られた手法や結果を直接に適用するのでなく，

これらを参考にして現実の問題に取り組み，ある

程度現実の問題の理想化も必要であろう.

理論面では，単なるシステムの解析の問題は出

つくした感があり，確率過程論において新しい理

論があらわれない限り大幅な進歩はないように思

われる.これからは現実のそデルをし、かに従来の

手法で解析するかが問題となるであろう 保全問

題に関しては，現実がより複雑であるしまた多様

な保全が多方面から要求されているので，未だ多

くの問題が残っているように思われる.たとえば，

現実には一つの方策よりもし、くつかの方策を組み

合せた方策が必要になってくるであろう.ここで

論じた方策以外にも，故障の発見が不確かな場合

の点検方策[ 1 ].予備ユニットの発注方策[30J ，

故障したユニットの修理限界方策 [19J が考えら

れている.さらに，ユニットの故障が独立で、ない

場合[32J，予防保全が不完全な場合，定期的な予

防保全を行なう場合など理論的に興味ある問題も

残っている.
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