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信頼性技術と品質保証
一実務家の立場から-

1. はじめに

「耐久性j という言葉は古くから使われていた

が，戦後信頼性技術が急速にわが国に取り入れら

れてから， I信頼性J とし、う言葉も広く一般に使わ

れるようになってきた.しかし，同時に，信頼性

はむずかしい数学理論であると誤解したり，品質

管理と同じ管理工学の一種だと解釈する人も少な

くない.最近のように，消費者から商品の耐用寿

命表示が要望されると， I信頼性を改善すべきか耐

久性を向上さすべきかそれが疑問だ」とハムレツ

ト的悩みを訴える人もあらわれ，信頼性に関して

は群盲象をなでるの感がしないでもない.

実際， I信頼度」という言葉の定義に比べて信頼

性と称する仕事の分野はきわめて多岐にわたって

おり，簡単な表現ではとてもし、いつくせそうにな

い.そこで筆者は実務的な立場から，本文では信

頼性技術を耐久性も含めていかに理解すべきかを

述べてみたい.これにはむろん信頼性改善の職務

に従事した筆者のこれまでの履歴や有用性を重視

する企業の立場も含んでいて，それなりの片寄り

は避けられないかも知れないし， OR ワ{カーの

人遣の頭にある信頼性のイメージとは異なって，

多分に泥くさくかっ歯切れの悪いものになってい

るのではないかと恐れている.

2. 品質保証の歴史

信頼性技術とは何かを知る一つの方法として品

質の歴史を尋ねてみることは有益で、あるが，そこ

には三つの大きな流れのあることがわかる.
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一つの大きな流れは 1942年の米国のMIT電子

管開発委員会の提案に端を発し， 1952年 8 月信

頼性に関する助言機関 Advisary Group on 

Reliability of Electronic Equipment(AGREE) 

の発足により急速に具体化していった米軍および

米国宇宙開発における信頼性技術の進歩である.

ミサイルやロケットなどに代表されるアッセンブ

リ・システムは使命時聞は短いが，きわめて多数

の部品から構成されており，後にも触れるように

信頼性技術の恰好の対象であったが，金に糸目を

つけないという点では特異な開発形態といえる.

この反省がテクノロジ{・アセスメント，テグロ

ノジー・トランスファーの言葉を生み出すととも

に巨大技術の時代の終需をむかえた.

第 2 の流れは 1936年11月の米国における消費者

同盟の発足にはじまる消費者運動の歴史である.

消費者運動の歴史がなぜ信頼性技術の庵史と関係

するのか疑問に思われる方もおられるであろうが

自由経済社会の国では，所得が一定の水準を越え

勤労労働者(サラリーマン)の割合が多くなると，

爆発的に消費が高まり，大衆化時代が到来するこ

とが指摘されている.こうした消費者経済時代に

は，必ずしもそれが必要だからという理由で購入

するのではなくて，となりの人がもっているから

といった伝染病的理由の購入がはじまる.このよ

うにして，あまり商品の知識を知らない人や，老

人，子供も含めて商品の購入層が急激に増加する

ために，消費者は自らが買った商品をこわした

り，商品によって怪我や危険を招くことになる.

しかもこの場合，使い方が悪かったのか，商品が
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悪かったのかはっきりしない場合が多く，初期に

は商品の欠陥が証明できないという理由でその責

任は消費者に帰せられていた.そこで消費者運動

が起こり，商品の安全性と品質の保証をメーカー

によびかける一方，自らの評価結果を公表して消

費者教育を行ない行政的にもなんらかの手を打っ

てほしいと訴えたのである.消費経済社会の進歩

とともに，これが国民の声となり， 1962年米国ケ

ネディ大統領の「消費者保護に関する特別教書」

(消費者の四つの権利として， 1.安全を求める権

利， 2. 知らされる権利 3. 選ぶ権利 4. 意見を聞

いてもらう権利)が出されるにおよんだ.これ以

後，米国ではいわゆる P.L. (Products Liability, 

製造物責任)という用語が定着し，消費者が商品

の欠陥を指摘できなくても，逆にメーカー側がそ

の商品の安全であることの証明ができない限りメ

ーカー側が敗訴する判決事例が増え，やがてこれ

は法令化されるようになったが，わが国でも同様

の経過をたどり 1973年に消費生活用品安全法が公

布されている.消費者問題の最大の課題は安全性

であるが，むろん商品が故障を起こしたり，使え

なくなったりする品質の問題も大きな課題であっ

て，保証期間の延長，補修部品在庫期間の明示，

耐用寿命表示など，信頼性，耐久性に関する要求

は今後さらに増大すると考えられている.

第 3 の動きは部品の信頼性認証に関するもので

米国では夙に 1968年AGREEの Dannell報告の中

でこれを取り上げ， 1963年MIL-R-39008 (信頼度

設定，コンポジション固定抵抗器)の軍規格を皮

切りにいわゆる信頼度設定軍規格なるものが続々

と刊行された.他方欧州、lでは，第二次大戦中ドイ

ツでフォンブラウンとともに英本土攻撃用ロケッ

ト V2の開発に当って， R. Russer が有名な乗積則

(製品の故障率は構成部品の故障率の和になるこ

と)を発見したり，スウェーデンの Weibull が鉄

の疲労破断の分布を整理した際にワイブ、ル分布を

見出したりしていたが，米国ほど活発な動きはな

かった.これは米国流の性能第一主義的な設計に
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比べて，欧州では古くから故障，寿命，省エネル

ギーなど多角的な要素を配慮する設計が常識化さ

れていたところに 4種の安心感もあったで、あろう

し，米国のように軍事や宇宙の巨大プロジェグト

をもたなかったことも原因の一つであると思われ

る.米国との遅れに気づいた英国で、は 1960年，品

質を保証する部品の規格 (BS 9000 シリーズ)を

つくり，その試験方法等を世界に共通しうるとい

う立場から確立していった.そしてこの英国の部

品の品質保証案は独，仏の賛成を経て CENEL

(Comit� Europ白nde Coordina tion des N ormes 

Electroniq ues) にもち込まれたが米国から非関税

障壁であるとのクレームがついたものの，結局は

IECで検討され，その推奨する方法となった.こ

れにしたがってわが国にも 1974年日本電子部品信

頼性センターが発足し，信頼度の保証された部品

の認証が行なわれはじめた.

このようにみてくると個別に発生したかに思わ

れる 3 つの奔流はそれぞれの必要性のもとに品質

の歴史の中で信頼性として統合されてゆくものと

考えられる.

3. 品質管理と信頼性

信頼性技術の実体をみるためには信頼性技術を

品質管理との対比で眺めてみるとよくわかる面が

ある.たとえば品質管理の立場から信頼性は時間

的品質だと理解している人があんがし、多いようで

ある.時間的品質を知るために，市場に出てから

のデータを収集したり，長時間の試験をして時間

的変化を確認しておくのだという理解がある.こ

れはこれでよいのであるが，実際の仕事をやって

みると，技術的な知識というかセンスがあるのと

ないのとで結果において大きな違いが出てくる.

たとえば寿命試験として定められた方式にしたが

って長時間の試験を行ない，統計的な処理を行な

って寿命分布を定め，これによってこの部品Aを

出荷停止と判断したとしよう.ここまでの仕事は

むろん信頼性部門でも品質管理部門でも現在行な
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われているし，それほど技術的能力を要求される

わけではない.このような信頼性試験に関しては

試験条件，サンフ。ノレ数，判定条件を規定通りに行

なうなら，誰がやっても大きな差はない.ところ

が，この試験条件を満足するための対策試料を同

時に試験して対策の端緒をさぐったり，この試験

によって検出される不良の機構を解析して，試験

を加速させる方法を考えたりするのも信頼性エン

ジニアの重要な仕事であり，同じ時間的品質を試

験するといっても前者と後者ではその効果が大き

く異なることは理解していただけると思う.

一方，デ{タ収集にしても，収集したデータを

単にワイブル確率紙にプロットして屈曲点、がある

というのと，そのデ{タを実際の不良サンフ。ルと

対比して，実際に屈曲点付近で故障内容が変化し

ているかどうか確認するのでは雲泥の差がある.

後者は実際の改善につながるが，前者はつながら

ぬ場合が多い.結局信頼性の仕事は与えられた仕

事を定形的に行なわない点で，技術的な知識とセ

ンスが必要であり，それが品質管理技術者に欠け

ている場合があり，仕事の内容というか質的差と

なってあらわれるものと思われる.

ただ，こうした考え方によると多くの場合，信

頼性技術と固有技術との混同が起こる.はやい話

が半導体固有技術の専門家でなければ半導体の信

頼性改善はむずかしかろうという考え方である.

確かに半導体特有の現象に対しては半導体の専門

家と称する人の力があずかることが多いと思われ

るが，故障場所や故障原因の推定には他で、の体験

が役立つことが多く，解析の方法に慣れており，専

門家の意見を素直に聞いて進めるなら，多くの場

合，信頼性技術者に利があると私は見ている.少

なくとも故障原因を追い込んでゆく過程で信頼性

技術者の協力が必要であり，固有技術の専門家だ

けではそデルによる推定に終始することが多い.

第 2 の問題は品質管理が，あくまで決定された

品質の維持に重点をおくのに対して，信頼性は，

信頼性とし、う品質特性そのものを向上し，達成す

1978 年 9 月号

ることに重点をおいていることであり，これは

MIL-Q・9858 r品質プログラム要求」と MIL-R・

785r システムおよび機器のための信頼性プログラ

ム要求」の比較や MIL-STD-790 r電子部品仕様

書に関する信頼性保証プログラム」の発行に明ら

かである.しかしわが国の品質管理部門では，信

頼性を含むとし、いながら，技術的な問題はそのま

ま設計，技術，工場技術へと送り返して，改善品

の試験や，市場データを取ることで終始している

ことも少なくないように思われる.このような状

況のもとでは設計との結びつきがゆるいために，

信頼性の設計管理技術の導入がおくれることにな

りがちであって，かえって信頼性を技術部門の仕

事であると割切った機械系の会社で、FMEAやFT

Aが先行的に取り上げられているようである.

4. 信頼性と耐久性

現在多くの製品の紹介に高信頼性がうたわれて

いるが，信頼性の工学的意味が必ずしも正しく理

解されているとは思えない. Reliabilityは信頼性

とか信頼度とか訳されているが，もともと抽象的

概念であるものを定量的に残存確率として定義し

たのである.

ところで，逆に考えて信頼性がないとはどのよ

うな場合を指すのであろうか.使いたし、時に使え

ない，使ってみたがよく故障する，すぐに使えな

くなってしまったとか，平凡に考えてみても信頼

性がない場合が幾通りかある.とくに丈夫で長も

ちするという場合は耐久性 (Durability) という

表現が用いられるようである.

そこで，信頼性と耐久性の違いについて考えて

みよう.両者の違いのもっとも一般的と思われる

解釈は，図 1 a) のいわゆるパスタブ曲線によるも

ので，偶発的に発生する故障の確率(縦軸の高さ)

がどれだけかということが信頼性であり，必然的

に起こる故障…耐用寿命…(横軸の距離)の発生

時点がどこまでのびているかということが耐久性

である.このように，パスタブ曲線では，信頼性
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要な理由である.むろんこの外にも機器の寿命を

決定するものに，致命的な故障や，補修部品の在

庫切れ，買い換えなどの問題があり，結論として

図 1 a) の故障率の増加という単純モデルで、は割り

切れない内容をもっている.簡単な修理や交換で

幼児期|
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なおる故障は信頼性の問題である.

て，ケースの色が変色したとか，錆が出たとか，

思ったより多く摩耗したとかいう場合には耐久性

の問題として取り扱われる.つまり，耐久性とは

一般に，時間的に変化し，劣化していくような現

象に対して言い，時間的にランダムに起こる故障

は信頼性では重要課題だが，耐久性という面から

は取り上げない場合が多い.この点も信頼性を時

間的品質だと考えると誤りを生じやすい.

これに反し
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このことは信頼性と耐久性の問題を考える上で

見逃しではならないもう一つの重要点，すなわ

ち，機器の複雑さと関連している.歴史的にも信

頼性の基礎公式である Russer則がV2ロケットに

端を発していることや，初期の真空管式コンビュ

ータが間断なく起こる故障のために動かなかった

ことを考えれば容易に理解されよう.昔，機械の

設計者の目標の一つは耐久性のある製品をつくる

ロケットのように数多

い部品で構成されているシステムでは使命時聞は

あらかじめ予想される短い時間であるが，つぎつ

ところカむことであった.

完成しでも作動し

これを解決するためにないということが起こる.

は，部品の故障率を使用数の多いものほど下げる

必要がある.これが信頼性技術である.したがっ

て，信頼性の必要な代表的な例は，使命時聞が限

定されるか多数の部品から構成されているシステ

ム，機器，装置であって，

ぎとどれかの部品が故障して，

それぞれ縦軸と横軸の尺度で与えら

れる.しかし，人間の死亡率曲線と，機器のパス

タブ曲線には違いがあること(図 1 a)参照)に注

意しなければならない.人間の平均寿命は死亡率

曲線(図 1 a)) から容易に決定されるが，機器の

耐用寿命は図 1 a)からは実は決まらない.現実の

機器の使用においては図 1 b) に示すように使用開

始してからある時点を過ぎると，サービス経費が

急増するために廃棄するか，買い換えるほうが得

策となる. 一般にはこの時点を寿命と考えてい

しかも，部品の故障はつねに機器の故障につ

b) サービス経費の 1111*忠

I:lJ 

パスタブ曲線
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図 1

と耐久性は，

器などがそれに該当する.これに対して耐久性が

要望されるものは，致命的な故障や，急激なサー

ビス経費の上昇がない時間にわたって長く使用さ

れるものであって，単体部品や，機械，機構，構

造製品などの経時的劣化が問題とされる場合であ

コンピューム電子機る.

ながるため，図 1 a) の縦軸の故障率というのは人

間でいえば死亡ばかりでなく，病気まで一緒にし

オベレーションズ・リサーチ

る.

てカウントしているのであって，図 1 a)のように

直接寿命(耐久性のEnd Point) と結びつかない.

老朽化した部品の交換を続けているうちに，サー

ビス経費が急上昇することを想定した図 1 b)が必
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以上でモデル的に信頼性と耐久性を対比して説

明したが，現実にはそれほど簡単ではない.とく

に，一般民生品では上記の例のような代表的製品

ばかりではなし、からである.たとえば，電子ジャ

ー，炊飯器といった例をとってみると，従来耐久

性だけが問題になった鍋，釜に電子制御回路をつ

けたもので，たとえ修理可能の故障でもご飯が炊

けなくては困るのである.したがって，消費者要

求としても，メーカーの立場としても，耐久性も

信頼性もということになる.さらにコストの問題

もこれにからんでくるので，商品によってこれら

をどう考えるべきかが重要になってくる.

信頼性，耐久性，コストの問題を製品によって

どう考えていったらよいのか，ということに対す

る一つの解答は，ライブ・サイクル・コストの考

え方の導入である.つまり，製品のコストを単に

購入時のコストだけでなく，消費電力費や，補修

費も含めた維持費を考えることによって，信頼性

や耐久性のトレード・オフを行なうのである.い

ま，消費者が年間支払う総コスト(ライフ・サイ

クル・コスト)をTとし，推定される耐用寿命を

L， 製品の購入コストをP， 1 年当りのサービス

費および消費電力費をそれぞれM， 。とすると，

T=(P/L)+M+O 

となる.この P， M , 0 の相対的比率は製品の種

類によって異なるが，設計者は製品の性質によっ

てどういう設計が真に消費者のためになるかを考

える必要がある.詳細については「信頼性とコス

ト」の項を参照されたい.

最近米国の NBS(National Bureau of Standｭ

ards) では大型家庭用電気具については，標準的

な状態で使用している時に必要なエネルギー量や

そのエネルギー効率について，ラベルで明示して

販売することを考慮中であるとのことである.買

い手はそのラベルを見比べれば，小売価格がもっ

とも安くてもエネルギ{消費が多く，その効率が

* G.E. モ γ ゴメリー「耐用消費財の標準化J

サイエンス 2, 1978, 116頁

1978 年 9 月号

悪ければ長い目で見て決して一番安くないことを

判断できるとしているキ. わが国においても早晩

このような時代がくるのではなかろうか.

5. おわりに

以上，信頼性を歴史やQCや耐久性との対比に

おいてとらえ，できるだけ実体的な視点からとら

えることを試みたが，必ずしも満足のゆくできば

えでなかったことをお諸びしたい.最後に，信頼

性とは何なのかということについて感じたことを

-言付記しておく.孫子の兵法はその書き出し

が，1兵とは国の大事なり J とし、う戦争の定義から

はじまっていることはご存知の方も多いと思う.

筆者は最初この意味がわからなかったが，何度か

読み返しているうちに，卒然、と意味がわかり，なる

ほどすばらしい定義だと思うようになった.戦争

というものが国家にとって重要なものという彼の

定義は「戦争より国家が大切であるJ ことを意味

しているのであり，そう考えるからこそ「百戦百

勝」がよいのではなくて， I兵を損わずに勝つ」の

が最との策となり I長期戦を上手にやる」など

というのは論外なことになるのである.品質や信

煩性を兵という字とおきかえ，国を製品におきか

えてみるとよいのではな L、かと思う.金に糸目を

つけない信頼性技術などというものは所詮基本的

な誤りを犯していたと考えてよいのではなかろう

か. I信頼性とは国の大事なり」というのが，日木

が世界を主導してゆくべき道ともいえる.独断と

偏見は浅学非才の故であって.寛恕を切にお願い

したし、と考えている.

こしかわ・きよしげ 1928年生

1953年大阪大学工学部通信工学科卒業後，直ちに松
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性技術開発室長を経て 1976年 7 月同社技術本部QC

センター信頼性担当副参事となり現在に至る.
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