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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内容情報と、該不具合に関連する関連情報
とを含む不具合情報であって、前記関連情報が、不具合の発見が生産ラインにおける検査
によるものであるか顧客からのクレームによるものであるかを示す検出状況情報、および
、該不具合を改善するために行われた処置の内容を示す処置内容情報を含む不具合情報を
不具合発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み
出し、該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具
合抽出手段と、
　前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる前記検出状況情報に基づ
いて（クレーム数）／（総不具合数）なる式によって算出される市場流出率と、前記処置
内容情報に基づいて算出される、対応する処置を行うことによる生産性に対する影響を示
す指標である処置コストとに基づいて、特定の不具合が管理対象に与える影響の度合いを
示す影響度を算出する影響度算出手段と、
　前記影響度算出手段によって算出された影響度を出力する出力制御手段とを備えること
を特徴とする不具合管理装置。
【請求項２】
　前記管理対象の種類ごとに、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示さ
れる不具合が管理対象に与える影響の度合いを示す影響度の情報を少なくとも含む不具合
モードからなるＦＭＥＡ（Failure Mode and Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ
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表記憶部に対して、前記影響度算出手段によって算出された影響度を含んだ不具合モード
を前記ＦＭＥＡ表に追加または更新する不具合モード追加手段をさらに備えることを特徴
とする請求項１記載の不具合管理装置。
【請求項３】
　管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内容情報と、該不具合に関連する関連情報
とを含む不具合情報であって、前記関連情報が、不具合の発見が生産ラインにおける検査
によるものであるか顧客からのクレームによるものであるかを示す検出状況情報、および
、該不具合の発生を検出する方法を示す検出方法情報を含む不具合情報を不具合発生履歴
として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合
発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出手段と、
　前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる前記検出状況情報に基づ
いて（クレーム数）／（総不具合数）なる式によって算出される市場流出率と、前記検出
方法情報に基づいて算出される、対応する検出方法による不具合検出にミスが発生する可
能性を示す指標である検出リスクとに基づいて、特定の不具合を検出することの困難性を
示す検出度を算出する検出度算出手段と、
　前記検出度算出手段によって算出された検出度を出力する出力制御手段とを備えること
を特徴とする不具合管理装置。
【請求項４】
　前記管理対象の種類ごとに、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示さ
れる不具合が発生する頻度を示す発生頻度の情報を少なくとも含む不具合モードからなる
ＦＭＥＡ（Failure Mode and Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ表記憶部に対し
て、前記検出度算出手段によって算出された検出度を含んだ不具合モードを前記ＦＭＥＡ
表に追加または更新する不具合モード追加手段をさらに備えることを特徴とする請求項３
記載の不具合管理装置。
【請求項５】
　前記不具合モード追加手段が、不具合に対する改善対策が行われた後に前記検出度算出
手段によって算出された検出度を対策後検出度として追加された不具合モードを前記ＦＭ
ＥＡ表に追加または更新することを特徴とする請求項４記載の不具合管理装置。
【請求項６】
　管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内容情報と、該不具合に関連する関連情報
とを含む不具合情報であって、前記関連情報が、不具合の発見が生産ラインにおける検査
によるものであるか顧客からのクレームによるものであるかを示す検出状況情報、該不具
合を改善するために行われた処置の内容を示す処置内容情報、および、該不具合の発生を
検出する方法を示す検出方法情報を含む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不具
合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から特
定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出手段と、
　特定の不具合が管理対象に与える影響の度合いを示す影響度を算出する影響度算出手段
、特定の不具合が発生する頻度を示す発生頻度を算出する発生頻度算出手段、および特定
の不具合を検出することの困難性を示す検出度を算出する検出度算出手段と、
　前記影響度、前記発生頻度、および前記検出度に基づいて、対策の必要性の高さを示す
危険優先度を算出する危険優先度算出手段と、
　前記危険優先度算出手段によって算出された危険優先度を出力する出力制御手段とを備
え、
　前記影響度算出手段が、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる
前記検出状況情報に基づいて（クレーム数）／（総不具合数）なる式によって算出される
市場流出率と、前記処置内容情報に基づいて算出される、対応する処置を行うことによる
生産性に対する影響を示す指標である処置コストとに基づいて上記影響度を算出し、
　前記発生頻度算出手段が、前記管理対象に対して行われた処理の履歴を示す処理履歴情
報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履歴情報を読み出すとともに、前記不具合抽
出手段によって抽出された不具合情報と、前記処理履歴情報とに基づいて統計処理を行う
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ことにより発生頻度を算出し、
　前記検出度算出手段が、
　前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる前記検出状況情報に基づ
いて（クレーム数）／（総不具合数）なる式によって算出される市場流出率と、前記検出
方法情報に基づいて算出される、対応する検出方法による不具合検出にミスが発生する可
能性を示す指標である検出リスクとに基づいて上記検出度を算出することを特徴とする不
具合管理装置。
【請求項７】
　前記管理対象の種類ごとに、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示さ
れる不具合に対する対策の必要性の高さを示す危険優先度の情報を少なくとも含む不具合
モードからなるＦＭＥＡ（Failure Mode and Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ
表記憶部に対して、前記危険優先度算出手段によって算出された危険優先度を含んだ不具
合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加または更新する不具合モード追加手段をさらに備えるこ
とを特徴とする請求項６記載の不具合管理装置。
【請求項８】
　前記不具合モード追加手段が、不具合に対する改善対策が行われた後に前記危険優先度
算出手段によって算出された危険優先度を対策後危険優先度として追加された不具合モー
ドを前記ＦＭＥＡ表に追加または更新することを特徴とする請求項７記載の不具合管理装
置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載の不具合管理装置を動作させる不具合管理プログ
ラムであって、コンピュータを上記の各手段として機能させるための不具合管理プログラ
ム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の不具合管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒
体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＦＭＥＡの手法によって管理対象の信頼性解析や不具合要因解析に関
する管理を行う不具合管理装置、不具合管理方法、不具合管理プログラム、およびこれを
記録した記録媒体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特定の製品を生産する生産ラインの管理手法として、ＦＭＥＡ（Failure Mode a
nd Effects Analysis）が用いられている。工程ＦＭＥＡとは、特定の生産ラインにおい
て、予想される故障モード毎に、工程、機能、現象、影響、および対策などの情報を記載
した一覧表としての工程ＦＭＥＡ表に基づいて、故障発生時の対策を検討する工程管理方
法である。
【０００３】
　工程ＦＭＥＡにおいて、各故障モードごとに、対策の要否を検討するために用いられる
値として、影響度、発生頻度、および検出度の情報が設定される。発生頻度は、現象の項
目で示される故障の発生頻度を数値化した値を示す項目である。影響度は、現象の項目で
示される故障が生産品に及ぼす影響を数値化した値を示す項目である。検出度は、現象の
項目で示される故障の検出の難易度を示す項目である。また、各故障モードごとに、影響
度、発生頻度、および検出度に基づいて、対策の必要性の程度を示す危険優先度が算出さ
れる。
【０００４】
　このように、工程ＦＭＥＡによれば、故障の種類ごとに生産品の品質に関する３つの観
点（発生頻度、影響度、および検出度）での評価値が示され、これらの評価値に基づいて
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、最終指標である危険優先度が算出されるようになっている。よって、危険優先度の値を
確認することによって、改善効果の高い故障を見つけることが可能となる。すなわち、工
程ＦＭＥＡによれば、生産ラインの各工程において発生しうる各故障に対して、工程改善
に関する定量的な評価を与えることが可能となる。
【特許文献１】特許第3693177号公報（2005年9月7日発行）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の工程ＦＭＥＡでは、影響度、発生頻度、および検出度の評価は、
人間の主観による判断で設定されるようになっている。具体的には、影響度、発生頻度、
および検出度の評価基準は次のような例が挙げられる。
【０００６】
　影響度の評価値を５段階とした場合の各段階の評価基準の例は次のようなものが挙げら
れる。
５：製品の機能、性能に重大な影響を及ぼす。
４：製品の機能、性能に重大な影響を及ぼさないが、工場内生産性と直行率に大きな影響
を及ぼす。
３：工場内生産性と直行率に中程度の影響を及ぼす。
２：工場内生産性と直行率にある程度の影響を及ぼす。
１：故障が発生してもほとんど影響がない。
【０００７】
　また、発生頻度の評価値を５段階とした場合の各段階の評価基準の例は次のようなもの
が挙げられる。
５：故障の発生がほとんど確実なもの、後工程で多発するもの。
４：類似製品の実績で故障が多発しているもの。
３：故障の発生の可能性があるもの。
２：類似製品の実績で故障の発生が低いもの。
１：故障がほとんどおこりそうにないもの、自工程のみで発生する。
【０００８】
　また、検出度の評価値を５段階とした場合の各段階の評価基準の例は次のようなものが
挙げられる。
５：ユーザに渡り、市場クレームとなる。
４：出荷までに発見される。
３：組み付けラインで発見される。
２：そのライン内で発見される。
１：その工程で発見される。
【０００９】
　以上のように、各評価基準は定性的であり、評価を行う人の主観が入りやすいものとな
っている。
【００１０】
　これに対して、例えば各評価値を、評価した人とは異なる人がレビューすることによっ
て、より的確な評価値に変えていく手法が考えられるが、一般に工程ＦＭＥＡによって管
理される工程や故障の数は膨大であり、レビューに必要とされる時間は多大なものとなる
という問題がある。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、管理対象に生じた
不具合に関する評価値を、人の判断を介在することなく、客観的な値として算出すること
を可能とする不具合管理装置、不具合管理方法、不具合管理プログラム、およびこれを記
録した記録媒体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１２】
　本発明に係る不具合管理装置は、上記課題を解決するために、管理対象に生じた不具合
の内容を示す不具合内容情報と、該不具合に関連する関連情報とを含む不具合情報であっ
て、前記関連情報が、該不具合の発生の検出状況を示す検出状況情報、および、該不具合
を改善するために行われた処置の内容を示す処置内容情報の少なくともいずれか１つを含
む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合
発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報
を抽出する不具合抽出手段と、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含ま
れる前記検出状況情報および前記処置内容情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計
処理を行うことにより、特定の不具合が管理対象に与える影響の度合いを示す影響度を算
出する影響度算出手段と、前記影響度算出手段によって算出された影響度を出力する出力
制御手段とを備える構成である。
【００１３】
　また、本発明に係る不具合管理方法は、管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内
容情報と、該不具合に関連する関連情報とを含む不具合情報であって、前記関連情報が、
該不具合の発生の検出状況を示す検出状況情報、および、該不具合を改善するために行わ
れた処置の内容を示す処置内容情報の少なくともいずれか１つを含む不具合情報を不具合
発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、
該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出
ステップと、前記不具合抽出ステップによって抽出された不具合情報に含まれる前記検出
状況情報および前記処置内容情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計処理を行うこ
とにより、特定の不具合が管理対象に与える影響の度合いを示す影響度を算出する影響度
算出ステップと、前記影響度算出ステップによって算出された影響度を出力する出力制御
ステップとを有する方法である。
【００１４】
　上記の構成または方法では、まず不具合発生履歴記憶装置に、不具合内容情報と、該不
具合に関連する関連情報とを含む不具合情報が不具合発生履歴として記憶されている。そ
して、この不具合情報が含む関連情報には、検出状況情報および処置内容情報の少なくと
もいずれか１つが含まれている。
【００１５】
　このような不具合発生履歴から特定の不具合内容情報を含む不具合情報が抽出され、検
出状況情報および処置内容情報の少なくともいずれか１つに基づいて影響度が算出される
ようになっている。ここで、検出状況情報は、不具合の発生の検出状況を示す情報である
ので、不具合の発生によって管理対象に対してどのような影響が与えられかを把握するこ
とが可能な情報である。また、処置内容情報は、不具合を改善するために行われた処置の
内容を示す情報であるので、これもまた不具合の発生によって管理対象に対してどのよう
な影響が与えられかを把握することが可能な情報である。すなわち、検出状況情報および
処置内容情報の少なくともいずれか１つに対して統計処理を行うことにより、特定の不具
合が管理対象に与える影響の度合いを示す影響度を算出することが可能である。また、こ
の影響度の算出は、不具合履歴情報から統計処理によって行われるので、人の判断を介在
することなく、客観的な値を算出することが可能となる。
【００１６】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記管理対象の種類ごと
に、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示される不具合が管理対象に与
える影響の度合いを示す影響度の情報を少なくとも含む不具合モードからなるＦＭＥＡ（
Failure Mode and Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ表記憶部に対して、前記影
響度算出手段によって算出された影響度を含んだ不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加ま
たは更新する不具合モード追加手段をさらに備える構成としてもよい。
【００１７】
　上記の構成によれば、ＦＭＥＡ表に対して、影響度算出手段によって算出された影響度
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を含む不具合モードを追加または更新することが可能となる。すなわち、ＦＭＥＡ表に対
して、人の判断を介在することなく、客観的な値として影響度を入力することが可能とな
る。
【００１８】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記課題を解決するために、管理対象に生じた
不具合の内容を示す不具合内容情報を含む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不
具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から
特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出手段と、前記管理対象に対
して行われた処理の履歴を示す処理履歴情報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履
歴情報を読み出すとともに、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報と、前記
処理履歴情報とに基づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合が発生する頻度を示
す発生頻度を算出する発生頻度算出手段と、前記発生頻度算出手段によって算出された発
生頻度を出力する出力制御手段とを備える構成である。
【００１９】
　また、本発明に係る不具合管理方法は、管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内
容情報を含む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、
前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む
不具合情報を抽出する不具合抽出ステップと、前記管理対象に対して行われた処理の履歴
を示す処理履歴情報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履歴情報を読み出すととも
に、前記不具合抽出ステップによって抽出された不具合情報と、前記処理履歴情報とに基
づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合が発生する頻度を示す発生頻度を算出す
る発生頻度算出ステップと、前記発生頻度算出ステップによって算出された発生頻度を出
力する出力制御ステップとを有する方法である。
【００２０】
　上記の構成または方法では、まず不具合発生履歴記憶装置に、不具合内容情報を含む不
具合情報が不具合発生履歴として記憶されており、このような不具合発生履歴から特定の
不具合内容情報を含む不具合情報が抽出される。また、処理履歴記憶装置に、管理対象に
対して行われた処理の履歴を示す処理履歴情報が記憶されている。そして、抽出された不
具合情報と処理履歴情報とに基づいて統計処理を行うことにより発生頻度が算出されるよ
うになっている。このように、発生頻度の算出は、不具合履歴情報および処理履歴情報か
ら統計処理によって行われるので、人の判断を介在することなく、客観的な値を算出する
ことが可能となる。
【００２１】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記管理対象の種類ごと
に、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示される不具合が発生する頻度
を示す発生頻度の情報を少なくとも含む不具合モードからなるＦＭＥＡ（Failure Mode a
nd Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ表記憶部に対して、前記発生頻度算出手段
によって算出された発生頻度を含んだ不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加または更新す
る不具合モード追加手段をさらに備える構成としてもよい。
【００２２】
　上記の構成によれば、ＦＭＥＡ表に対して、発生頻度算出手段によって算出された発生
頻度を含む不具合モードを追加または更新することが可能となる。すなわち、ＦＭＥＡ表
に対して、人の判断を介在することなく、客観的な値として発生頻度を入力することが可
能となる。
【００２３】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記不具合モード追加手
段が、不具合に対する改善対策が行われた後に前記発生頻度算出手段によって算出された
発生頻度を対策後発生頻度として追加された不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加または
更新する構成としてもよい。
【００２４】
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　上記の構成によれば、対策前と後との発生頻度の変化を把握することが可能となり、改
善対策の効果を評価することが可能となる。
【００２５】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記課題を解決するために、管理対象に生じた
不具合の内容を示す不具合内容情報と、該不具合に関連する関連情報とを含む不具合情報
であって、前記関連情報が、該不具合の発生の検出状況を示す検出状況情報、および、該
不具合の発生を検出する方法を示す検出方法情報の少なくともいずれか１つを含む不具合
情報を不具合発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴
を読み出し、該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出す
る不具合抽出手段と、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる前記
検出状況情報および前記検出方法情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計処理を行
うことにより、特定の不具合を検出することの困難性を示す検出度を算出する検出度算出
手段と、前記検出度算出手段によって算出された検出度を出力する出力制御手段とを備え
る構成である。
【００２６】
　また、本発明に係る不具合管理方法は、管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内
容情報と、該不具合に関連する関連情報とを含む不具合情報であって、前記関連情報が、
該不具合の発生の検出状況を示す検出状況情報、および、該不具合の発生を検出する方法
を示す検出方法情報の少なくともいずれか１つを含む不具合情報を不具合発生履歴として
記憶する不具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履
歴の中から特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出ステップと、前
記不具合抽出ステップによって抽出された不具合情報に含まれる前記検出状況情報および
前記検出方法情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計処理を行うことにより、特定
の不具合を検出することの困難性を示す検出度を算出する検出度算出ステップと、前記検
出度算出ステップによって算出された検出度を出力する出力制御ステップとを有する方法
である。
【００２７】
　上記の構成または方法では、まず不具合発生履歴記憶装置に、不具合内容情報と、該不
具合に関連する関連情報とを含む不具合情報が不具合発生履歴として記憶されている。そ
して、この不具合情報が含む関連情報には、検出状況情報および検出方法情報の少なくと
もいずれか１つが含まれている。
【００２８】
　このような不具合発生履歴から特定の不具合内容情報を含む不具合情報が抽出され、検
出状況情報および検出方法情報の少なくともいずれか１つに基づいて検出度が算出される
ようになっている。ここで、検出状況情報は、不具合の発生の検出状況を示す情報である
ので、不具合の発生の検知しやすさを把握することが可能な情報である。また、検出方法
情報は、不具合の発生を検出する方法を示す情報であるので、これもまた不具合の発生の
検知しやすさを把握することが可能な情報である。すなわち、検出状況情報および検出方
法情報の少なくともいずれか１つに対して統計処理を行うことにより、特定の不具合を検
出することの困難性を示す検出度を算出することが可能である。また、この検出度の算出
は、不具合履歴情報から統計処理によって行われるので、人の判断を介在することなく、
客観的な値を算出することが可能となる。
【００２９】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記管理対象の種類ごと
に、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示される不具合が発生する頻度
を示す発生頻度の情報を少なくとも含む不具合モードからなるＦＭＥＡ（Failure Mode a
nd Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ表記憶部に対して、前記検出度算出手段に
よって算出された検出度を含んだ不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加または更新する不
具合モード追加手段をさらに備える構成としてもよい。
【００３０】
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　上記の構成によれば、ＦＭＥＡ表に対して、検出度算出手段によって算出された検出度
を含む不具合モードを追加または更新することが可能となる。すなわち、ＦＭＥＡ表に対
して、人の判断を介在することなく、客観的な値として検出度を入力することが可能とな
る。
【００３１】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記不具合モード追加手
段が、不具合に対する改善対策が行われた後に前記検出度算出手段によって算出された検
出度を対策後検出度として追加された不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加または更新す
る構成としてもよい。
【００３２】
　上記の構成によれば、対策前と後との検出度の変化を把握することが可能となり、改善
対策の効果を評価することが可能となる。
【００３３】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記課題を解決するために、管理対象に生じた
不具合の内容を示す不具合内容情報を含む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不
具合発生履歴記憶装置から、前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から
特定の不具合内容情報を含む不具合情報を抽出する不具合抽出手段と、特定の不具合が管
理対象に与える影響の度合いを示す影響度を算出する影響度算出手段、特定の不具合が発
生する頻度を示す発生頻度を算出する発生頻度算出手段、および特定の不具合を検出する
ことの困難性を示す検出度を算出する検出度算出手段の少なくともいずれか１つと、前記
影響度、前記発生頻度、および前記検出度の少なくともいずれか１つに基づいて、対策の
必要性の高さを示す危険優先度を算出する危険優先度算出手段と、前記危険優先度算出手
段によって算出された危険優先度を出力する出力制御手段とを備え、前記影響度算出手段
が、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報に含まれる、該不具合の発生の検
出状況を示す検出状況情報、および、該不具合を改善するために行われた処置の内容を示
す処置内容情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計処理を行うことにより影響度を
算出し、前記発生頻度算出手段が、前記管理対象に対して行われた処理の履歴を示す処理
履歴情報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履歴情報を読み出すとともに、前記不
具合抽出手段によって抽出された不具合情報と、前記処理履歴情報とに基づいて統計処理
を行うことにより発生頻度を算出し、前記検出度算出手段が、前記不具合抽出手段によっ
て抽出された不具合情報に含まれる、該不具合の発生の検出状況を示す検出状況情報、お
よび、該不具合の発生を検出する方法を示す検出方法情報の少なくともいずれか１つに基
づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合を検出することの困難性を示す検出度を
算出する構成である。
【００３４】
　また、本発明に係る不具合管理方法は、管理対象に生じた不具合の内容を示す不具合内
容情報を含む不具合情報を不具合発生履歴として記憶する不具合発生履歴記憶装置から、
前記不具合発生履歴を読み出し、該不具合発生履歴の中から特定の不具合内容情報を含む
不具合情報を抽出する不具合抽出ステップと、特定の不具合が管理対象に与える影響の度
合いを示す影響度を算出する影響度算出ステップ、特定の不具合が発生する頻度を示す発
生頻度を算出する発生頻度算出ステップ、および特定の不具合を検出することの困難性を
示す検出度を算出する検出度算出ステップの少なくともいずれか１つと、前記影響度、前
記発生頻度、および前記検出度の少なくともいずれか１つに基づいて、対策の必要性の高
さを示す危険優先度を算出する危険優先度算出ステップと、前記危険優先度算出手段によ
って算出された危険優先度を出力する出力制御ステップとを備え、前記影響度算出ステッ
プが、前記不具合抽出ステップによって抽出された不具合情報に含まれる、該不具合の発
生の検出状況を示す検出状況情報、および、該不具合を改善するために行われた処置の内
容を示す処置内容情報の少なくともいずれか１つに基づいて統計処理を行うことにより影
響度を算出し、前記発生頻度算出ステップが、前記管理対象に対して行われた処理の履歴
を示す処理履歴情報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履歴情報を読み出すととも
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に、前記不具合抽出ステップによって抽出された不具合情報と、前記処理履歴情報とに基
づいて統計処理を行うことにより発生頻度を算出し、前記検出度算出ステップが、前記不
具合抽出ステップによって抽出された不具合情報に含まれる、該不具合の発生の検出状況
を示す検出状況情報、および、該不具合の発生を検出する方法を示す検出方法情報の少な
くともいずれか１つに基づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合を検出すること
の困難性を示す検出度を算出する方法である。
【００３５】
　上記の構成または方法によれば、不具合履歴情報などから統計処理によって算出される
影響度、発生頻度、および検出度の少なくともいずれか１つに基づいて危険優先度が算出
される。ここで、影響度は、特定の不具合が管理対象に与える影響の度合いを示す情報で
あるので、対策の必要性の高さの指標となる情報である。また、発生頻度は、特定の不具
合が発生する頻度を示す情報であるので、これもまた対策の必要性の高さの指標となる情
報である。また、検出度は、特定の不具合を検出することの困難性を示す情報であるので
、これもまた対策の必要性の高さの指標となる情報である。すなわち、影響度、発生頻度
、および検出度の少なくともいずれか１つを用いることによって、対策の必要性の高さを
示す危険優先度を算出することが可能である。また、この危険優先度の算出は、人の判断
を介在させる必要がないので、客観的な値として算出することが可能となる。
【００３６】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記管理対象の種類ごと
に、発生しうる不具合の現象を示す情報、および、現象に示される不具合に対する対策の
必要性の高さを示す危険優先度の情報を少なくとも含む不具合モードからなるＦＭＥＡ（
Failure Mode and Effects Analysis）表を記憶したＦＭＥＡ表記憶部に対して、前記危
険優先度算出手段によって算出された危険優先度を含んだ不具合モードを前記ＦＭＥＡ表
に追加または更新する不具合モード追加手段をさらに備える構成としてもよい。
【００３７】
　上記の構成によれば、ＦＭＥＡ表に対して、危険優先度算出手段によって算出された危
険優先度を含む不具合モードを追加または更新することが可能となる。すなわち、ＦＭＥ
Ａ表に対して、人の判断を介在することなく、客観的な値として危険優先度を入力するこ
とが可能となる。
【００３８】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、上記の構成において、前記不具合モード追加手
段が、不具合に対する改善対策が行われた後に前記危険優先度算出手段によって算出され
た危険優先度を対策後危険優先度として追加された不具合モードを前記ＦＭＥＡ表に追加
または更新する構成としてもよい。
【００３９】
　上記の構成によれば、対策前と後との危険優先度の変化を把握することが可能となり、
改善対策の効果を評価することが可能となる。
【００４０】
　なお、上記不具合管理装置は、コンピュータによって実現してもよく、この場合には、
コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記不具合管理装置をコンピュー
タにて実現させる不具合管理プログラム、およびそれを記録したコンピュータ読み取り可
能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明に係る不具合管理装置は、以上のように、前記不具合抽出手段によって抽出され
た不具合情報に含まれる前記検出状況情報および前記処置内容情報の少なくともいずれか
１つに基づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合が管理対象に与える影響の度合
いを示す影響度を算出する影響度算出手段と、前記影響度算出手段によって算出された影
響度を出力する出力制御手段とを備える構成である。これにより、人の判断を介在するこ
となく、客観的な値としての影響度を算出することが可能となるという効果を奏する。
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【００４２】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、以上のように、前記管理対象に対して行われた
処理の履歴を示す処理履歴情報を記憶する処理履歴記憶装置から前記処理履歴情報を読み
出すとともに、前記不具合抽出手段によって抽出された不具合情報と、前記処理履歴情報
とに基づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合が発生する頻度を示す発生頻度を
算出する発生頻度算出手段と、前記発生頻度算出手段によって算出された発生頻度を出力
する出力制御手段とを備える構成である。これにより、人の判断を介在することなく、客
観的な値としての発生頻度を算出することが可能となるという効果を奏する。
【００４３】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、以上のように、前記不具合抽出手段によって抽
出された不具合情報に含まれる前記検出状況情報および前記検出方法情報の少なくともい
ずれか１つに基づいて統計処理を行うことにより、特定の不具合を検出することの困難性
を示す検出度を算出する検出度算出手段と、前記検出度算出手段によって算出された検出
度を出力する出力制御手段とを備える構成である。これにより、人の判断を介在すること
なく、客観的な値としての検出度を算出することが可能となるという効果を奏する。
【００４４】
　また、本発明に係る不具合管理装置は、以上のように、特定の不具合が管理対象に与え
る影響の度合いを示す影響度を算出する影響度算出手段、特定の不具合が発生する頻度を
示す発生頻度を算出する発生頻度算出手段、および特定の不具合を検出することの困難性
を示す検出度を算出する検出度算出手段の少なくともいずれか１つと、前記影響度、前記
発生頻度、および前記検出度の少なくともいずれか１つに基づいて、対策の必要性の高さ
を示す危険優先度を算出する危険優先度算出手段と、前記危険優先度算出手段によって算
出された危険優先度を出力する出力制御手段とを備える構成である。これにより、人の判
断を介在することなく、客観的な値としての危険優先度を算出することが可能となるとい
う効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明の一実施形態について図面に基づいて説明すると以下の通りである。本実施形態
では、センサ装置などの精密部品を生産する生産ラインを有する生産システムに適用され
る工程管理システムについて説明するが、本発明は、このような生産システムに限定され
るものではなく、被対象物の処理工程の管理全般に適用することが可能である。なお、被
対象物の処理工程とは、例えば、工業製品の生産工程、鉱工業製品、農産物、または原料
の検査工程、廃棄対象物（例えば、工場廃棄物、工場廃水、廃ガス、ゴミ等）の処理工程
、廃棄対象物の検査工程、設備の検査工程、リサイクル工程等を意味する。
【００４６】
　（工程管理システムの構成）
　図２は、本実施形態に係る工程管理システム１の概略構成を示すブロック図である。同
図に示すように、工程管理システム１は、工程管理装置２、不具合入力端末３、および生
産履歴入力端末４を備えた構成となっている。
【００４７】
　工程管理装置２は、生産ラインにおける各工程（管理対象）での作業状況を統括管理す
る装置である。この工程管理装置２は、出力部２Ａおよび入力部２Ｂと接続されている。
入力部２Ｂは、生産管理者としてのユーザから各種情報の入力や指示入力を受け付ける。
出力部２Ａは、工程管理装置２において行われたデータ処理結果をユーザに対して提示す
る。
【００４８】
　また、工程管理装置２は、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１、不具合発生履歴記憶部１２、お
よび現象－不具合対応表記憶部１３を備えている。工程ＦＭＥＡ表記憶部１１は、詳細は
後述するが、工程ＦＭＥＡ（Failure Mode and Effects Analysis）の表データを記憶す
るデータベースである。不具合発生履歴記憶部１２は、生産ラインにおける各工程で生じ
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た不具合情報を記憶するデータベースである。現象－不具合対応表記憶部１３は、詳細は
後述するが、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されている不具合情報の種類を、より上位
概念の現象に対応付ける表である現象－不具合対応表を記憶するデータベースである。
【００４９】
　不具合入力端末３は、生産ラインにおける各工程で生じた不具合情報の入力を受け付け
、この不具合情報を不具合発生履歴記憶部１２に記憶する処理を行う。この不具合入力端
末３は、出力部３Ａおよび入力部３Ｂと接続されている。入力部３Ｂは、不具合情報入力
担当者としてのユーザから不具合情報の入力を受け付ける。出力部３Ａは、不具合入力端
末３における処理内容をユーザに対して提示する。
【００５０】
　なお、不具合情報の入力が、不具合入力端末３からではなく、各工程に設けられた不具
合検出センサから出力された検出結果情報が、不具合情報として不具合発生履歴記憶部１
２に記憶されるようになっていてもよい。また、不具合入力端末３および不具合検出セン
サの両方から不具合情報が不具合発生履歴記憶部１２に記憶されるようになっていてもよ
い。また、不具合検出センサから出力された検出結果情報が不具合入力端末３に送信され
、不具合入力端末３が、不具合検出センサからの検出結果情報、および、ユーザによって
入力された不具合情報を不具合発生履歴記憶部１２に記憶するようになっていてもよい。
【００５１】
　生産履歴入力端末４は、生産ラインにおける各工程での生産履歴情報の入力を受け付け
、この生産履歴情報を工程管理装置２に送信する処理を行う。この生産履歴入力端末４は
、出力部４Ａおよび入力部４Ｂと接続されている。入力部４Ｂは、生産履歴情報入力担当
者としてのユーザから生産履歴情報の入力を受け付ける。出力部４Ａは、生産履歴入力端
末４における処理内容をユーザに対して提示する。
【００５２】
　なお、生産履歴情報の入力が、生産履歴入力端末４からではなく、各工程に設けられた
生産状況検出センサから出力された検出結果情報が、生産履歴情報として工程管理装置２
に送信されるようになっていてもよい。また、生産履歴入力端末４および生産状況検出セ
ンサの両方から生産履歴情報が工程管理装置２に送信されるようになっていてもよい。ま
た、生産状況検出センサから出力された検出結果情報が生産履歴入力端末４に送信され、
生産履歴入力端末４が、生産状況検出センサからの検出結果情報、および、ユーザによっ
て入力された生産履歴情報を工程管理装置２に送信するようになっていてもよい。
【００５３】
　工程管理装置２、不具合入力端末３、および生産履歴入力端末４に接続されている出力
部２Ａ・３Ａ・４Ａは、例えば情報を表示する表示装置によって構成されるが、その他、
情報を印刷媒体に印刷する印刷装置、外部の端末装置に対して情報を送信する情報送信装
置などによって構成されてもよい。また、工程管理装置２、不具合入力端末３、および生
産履歴入力端末４に接続されている入力部２Ｂ・３Ｂ・４Ｂは、例えばマウスなどのポイ
ンティングデバイスやキーボードなどの指示入力装置によって構成される。
【００５４】
　工程管理装置２と、不具合入力端末３および生産履歴入力端末４との間は、通信媒体に
よって通信接続されている。この通信媒体は、有線によるものでもよいし無線によるもの
でもよい。通信接続形態の一例としては、ＬＡＮ（Local Area Network）接続などが挙げ
られる。
【００５５】
　なお、図２に示す構成では、工程管理装置２に対して、それぞれ１台ずつ不具合入力端
末３および生産履歴入力端末４が接続されているが、それぞれ複数台接続されていてもよ
い。また、不具合入力端末３および／または生産履歴入力端末４が設けられておらず、不
具合情報および／または生産履歴情報が工程管理装置２に対して直接入力されるようにな
っていてもよい。また、生産履歴情報が不要な場合には、生産履歴入力端末４を設けない
構成としてもよいし、また、生産履歴情報も工程管理装置２に対して入力されない構成と
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してもよい。
【００５６】
　また、図２に示す構成では、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１、不具合発生履歴記憶部１２、
および現象－不具合対応表記憶部１３は工程管理装置２に備えられた構成となっているが
、これらが工程管理装置２に通信接続されたデータベースサーバとしての端末装置に設け
られた構成となっていてもよい。
【００５７】
　（工程管理装置の構成）
　図１は、工程管理装置２の機能構成の概略を示すブロック図である。同図に示すように
、工程管理装置２は、前記した工程ＦＭＥＡ表記憶部１１、不具合発生履歴記憶部１２、
および現象－不具合対応表記憶部１３に加えて、抽出対象情報入力処理部１４、現象－不
具合対応表入力処理部１５、抽出対象情報記憶部１６、不具合抽出部１７、履歴抽出結果
記憶部１８、影響度算出部１９、発生頻度算出部２０、検出度算出部２１、故障モード作
成部２２、故障モード記憶部２３、故障モード追加部２４、危険優先度算出部２５、対策
要否算出部２６、および出力制御部２７を備えている。
【００５８】
　抽出対象情報入力処理部１４は、ユーザから入力された抽出対象情報としての工程名、
現象、および期間に関する情報を受け付ける処理を行う。抽出対象情報記憶部１６は、抽
出対象情報入力処理部１４によって受け付けられた抽出対象情報を記憶する。
【００５９】
　現象－不具合対応表入力処理部１５は、ユーザから入力された現象－不具合対応表の情
報を受け付けて、現象－不具合対応表記憶部１３に記憶する処理を行う。
【００６０】
　不具合抽出部１７は、抽出対象情報記憶部１６から、ユーザによって指定された現象の
情報を読み出し、読み出した現象に対応する不具合内容の情報を現象－不具合対応表記憶
部１３に記憶されている現象－不具合対応表から抽出する。そして、不具合抽出部１７は
、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されている不具合発生履歴から、ユーザによって指定
された工程、現象、期間に対応する不具合情報を抽出する。履歴抽出結果記憶部１８は、
不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報を記憶する。
【００６１】
　影響度算出部１９は、詳細は後述するが、不具合抽出部１７によって抽出された不具合
情報に基づいて、統計処理により該当故障モードの影響度を算出する処理を行う。発生頻
度算出部２０は、詳細は後述するが、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報に
基づいて、統計処理により該当故障モードの発生頻度を算出する処理を行う。検出度算出
部２１は、詳細は後述するが、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報に基づい
て、統計処理により該当故障モードの検出度を算出する処理を行う。
【００６２】
　故障モード作成部２２は、影響度算出部１９、発生頻度算出部２０、および／または検
出度算出部２１によって算出された影響度、発生頻度、および／または検出度に基づいて
、故障モードを作成する処理を行う。故障モード記憶部２３は、故障モード作成部２２に
よって作成された故障モードを記憶する。故障モード追加部２４は、工程ＦＭＥＡ表記憶
部１１に記憶されている工程ＦＭＥＡ表に対して故障モードを追加する処理を行う。
【００６３】
　危険優先度算出部２５は、詳細は後述するが、工程ＦＭＥＡ表の各故障モードに対して
、危険優先度を算出する処理を行う。対策要否算出部２６は、詳細は後述するが、工程Ｆ
ＭＥＡ表の各故障モードに対して、対策要否を判定する処理を行う。
【００６４】
　出力制御部２７は、工程ＦＭＥＡ表の内容をユーザからの要求に応じて出力する処理を
行う。ここで、ユーザからの要求は入力部２Ｂを介して受け付けられ、工程ＦＭＥＡ表の
内容の出力は出力部２Ａから行われる。
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【００６５】
　（工程ＦＭＥＡ）
　ここで、工程ＦＭＥＡについて説明する。前記したように、工程ＦＭＥＡとは、特定の
生産ラインにおいて、予想される故障モード毎に、工程、機能、現象、影響、および対策
などの情報を記載した一覧表としての工程ＦＭＥＡ表に基づいて、故障発生時の対策を検
討する工程管理方法である。
【００６６】
　図３は、工程ＦＭＥＡ表の一例を示している。同図に示すように、工程ＦＭＥＡ表は、
工番、工程名、機能、現象、影響、発生頻度、検出度、危険優先度、対策要否、および対
策の項目を有しており、故障の内容を示す現象の種類ごとの情報が記録されている。この
現象の種類ごとの各項目の情報群（図３の表における横１行の情報）を故障モード（不具
合モード）と称する。
【００６７】
　上記の項目において、工番は、工程を識別する番号を示す項目である。工程名は、工程
の名称を示す項目である。機能は、工程の作業内容、役割などの情報を示す項目である。
現象は、予想される故障（リスク、不良）の内容を示す項目である。影響は、現象の項目
で示される故障が生産品に及ぼす影響を示す項目である。
【００６８】
　発生頻度は、現象の項目で示される故障の発生頻度を数値化した値を示す項目である。
本実施形態では、発生頻度の値が大きいほど頻度が高いものとしている。影響度（重要度
）は、現象の項目で示される故障が生産品に及ぼす影響を数値化した値を示す項目である
。本実施形態では、影響度の値が大きいほど影響が深刻であるものとしている。検出度は
、現象の項目で示される故障の検出の難易度を示す項目である。本実施形態では、検出度
の値が大きいほど検出が困難である（市場に流出しやすい）ものとしている。危険優先度
（ＲＰＮ）は、現象の項目で示される故障に対する対策の必要性を数値化した値を示す項
目である。本実施形態では、発生頻度、影響度、および検出度の乗算結果を危険優先度と
している。対策要否は、対応する工程に対して対策を行う必要性があるか否かを示す項目
である。対策は、対策内容を示す項目である。
【００６９】
　このように、工程ＦＭＥＡ表は、故障の種類ごとに生産品の品質に関する３つの観点（
発生頻度、影響度、および検出度）での評価値が示されており、これらの評価値に基づい
て、最終指標である危険優先度が算出されるようになっている。そして、この危険優先度
が高い順に現象をソートすることによって、改善効果の高い故障を見つけることが可能と
なる。また、危険優先度が所定の閾値以上であるものを抽出することによって、改善すべ
き故障のみを抽出することが可能となる。すなわち、工程ＦＭＥＡ表によれば、生産ライ
ンの各工程において発生しうる各故障に対して、工程改善に関する定量的な評価を与える
ことが可能となる。
【００７０】
　また、工程ＦＭＥＡ表は、工程改善対策を行った後に、その工程改善対策による効果に
対しても定量的な評価を与えることが可能である。図４（ａ）は、工程ＦＭＥＡ表の各項
目のうち、生産ラインの各工程において発生しうる故障の例と、各故障に対応する発生頻
度、影響度、検出度、危険優先度、および対策要否の項目を抽出して示した例である。こ
の例において、現象として「ブリッジ」、「はんだ付なじみ不良」、「浮き」、および「
挿入忘れ」の故障に対して、対策要のフラグが付いている。
【００７１】
　これに対して、「ブリッジ」、「はんだ付なじみ不良」、および「浮き」の故障に対し
て改善対策を行い、対策を行った後の対策後発生頻度、対策後検知度、および対策後危険
度を再評価した状態を図４（ｂ）に示す。この図に示すように、対策を行ったことによっ
て危険優先度が下がっていることがわかる。
【００７２】
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　このように、工程ＦＭＥＡ表によれば、改善対策前後の危険優先度を比較することによ
って、行った改善対策の効果を評価することができる。また、このような工程ＦＭＥＡ表
を用いることによって、生産ラインでの改善対策状況およびその効果を定量的に示すこと
が可能となるので、例えば生産品の顧客に対して、生産体制の安全性をアピールするため
の資料としても用いることが可能となる。
【００７３】
　（工程管理処理の全体的流れ）
　次に、工程管理装置２において行われる工程管理処理の全体的な流れについて図５に示
すフローチャートを参照しながら説明する。まず、ステップ１（以降、Ｓ１のように称す
る）において、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されている不具合発生履歴に基づいて、
影響度が算出される。この影響度の算出処理は、影響度算出部１９によって行われるが、
この詳細については後述する。
【００７４】
　次に、Ｓ２において、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されている不具合発生履歴に基
づいて、発生頻度が算出される。この発生頻度の算出処理は、発生頻度算出部２０によっ
て行われるが、この詳細についても後述する。
【００７５】
　次に、Ｓ３において、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されている不具合発生履歴に基
づいて、検出度が算出される。この検出度の算出処理は、検出度算出部２１によって行わ
れるが、この詳細についても後述する。
【００７６】
　なお、図５に示す例では、影響度、発生頻度、および検出度の算出がこの順で行われる
ようになっているが、これらの算出処理はそれぞれ独立しているので、どの順番で行われ
てもよく、また並列に行われてもよい。
【００７７】
　以上のようにして影響度、発生頻度、および検出度が算出されると、これらに基づいて
、Ｓ４において危険優先度が算出される。この危険優先度の算出処理は、危険優先度算出
部２５によって行われるが、この詳細については後述する。
【００７８】
　また、危険優先度が算出されると、これに基づいて、Ｓ５において対策要否が算出され
る。この対策要否の算出処理は、対策要否算出部２６によって行われるが、この詳細につ
いても後述する。
【００７９】
　なお、本実施形態では、影響度、発生頻度、および検出度を算出する構成となっている
が、これらのうちで少なくともいずれか１つを算出する構成としてもよい。また、危険優
先度および対策要否を算出しない構成としてもよいし、いずれか一方のみを算出する構成
としてもよい。
【００８０】
　（影響度算出部の構成）
　次に、影響度算出部１９の構成について説明する。図６は、影響度算出部１９の機能構
成の概略を示している。同図に示すように、影響度算出部１９は、処置分類表入力処理部
３１、処置コスト表入力処理部３２、影響度算出表入力処理部３３、処置分類表記憶部３
４、処置コスト表記憶部３５、影響度算出表記憶部３６、平均処置コスト計算部３７、平
均処置コスト記憶部３８、影響度計算部３９、影響度記憶部４０、市場流出率計算部４１
、および市場流出率記憶部４２を備えた構成となっている。
【００８１】
　処置分類表入力処理部３１は、ユーザから入力された処置分類表の情報を受け付けて、
処置分類表記憶部３４に記憶する処理を行う。処置コスト表入力処理部３２は、ユーザか
ら入力された処置コスト表の情報を受け付けて、処置コスト表記憶部３５に記憶する処理
を行う。影響度算出表入力処理部３３は、ユーザから入力された影響度算出表の情報を受
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け付けて、影響度算出表記憶部３６に記憶する処理を行う。
【００８２】
　平均処置コスト計算部３７は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報の中か
ら、不具合に対する処置の項目の情報を読み出し、読み出した処置の項目に含まれている
各処置内容が、処置内容よりも上位概念となる処置分類のいずれに対応するかを特定する
。そして、平均処置コスト計算部３７は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情
報のそれぞれについて、処置内容に対応した処置分類に基づいて処置コストを算出し、平
均処置コストを算出する。平均処置コスト記憶部３８は、平均処置コスト計算部３７によ
って算出された平均処置コストを記憶する。
【００８３】
　市場流出率計算部４１は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報を読み出し
、市場流出率を算出する処理を行う。市場流出率記憶部４２は、市場流出率計算部４１に
よって算出された市場流出率を記憶する。
【００８４】
　影響度計算部３９は、市場流出率計算部４１で算出された市場流出率、および、平均処
置コスト計算部３７で算出された平均処置コストに基づいて、影響度を算出する処理を行
う。影響度記憶部４０は、影響度計算部３９によって算出された影響度を記憶する。
【００８５】
　（影響度算出処理の流れ）
　次に、影響度算出処理の流れについて、図７に示すフローチャートを参照しながら説明
する。まずＳ１１において、抽出対象情報入力処理部１４が、ユーザから入力された抽出
対象情報としての工程名、現象、および期間を受け付ける。具体的には、抽出対象情報入
力処理部１４は、出力部２Ａに抽出対象情報の入力を受け付けるための表示画面を表示さ
せ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した抽出対象情報を受け付ける。入力
される抽出対象情報の一例としては、工程名が「素子はんだ付け」、現象が「はんだ付け
忘れ」、期間が「2003/8/1～2004/8/1」などである。
【００８６】
　抽出対象情報入力処理部１４は、抽出対象情報を受け付けると、これを抽出対象情報記
憶部１６に記憶する。なお、この抽出対象情報記憶部１６は、例えば一時（一次）記憶装
置としてのメモリによって実現される。
【００８７】
　次にＳ１２において、不具合抽出部１７は、抽出対象情報記憶部１６から、ユーザによ
って指定された現象の情報を読み出し、読み出した現象に対応する不具合内容の情報を現
象－不具合対応表記憶部１３に記憶されている現象－不具合対応表から抽出する。図８は
、現象－不具合対応表の一例を示している。同図に示すように、現象－不具合対応表は、
現象の種類と、各現象の種類に対応する不具合内容との対応付けを示す情報となっている
。不具合内容は、不具合発生履歴に不具合として記録される情報を示している。すなわち
、不具合発生履歴には、様々な文言で不具合の情報が記録されることが予想されるが、こ
れらの不具合の情報が、工程ＦＭＥＡ表における現象の種類のどれに対応するかを示して
いるのが現象－不具合対応表となる。よって、基本的には、１つの現象に対して１つ以上
の不具合内容が対応付けられることになる。
【００８８】
　この現象－不具合対応表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。
この現象－不具合対応表を作成するための入力処理は、現象－不具合対応表入力処理部１
５によって行われる。具体的には、現象－不具合対応表入力処理部１５は、出力部２Ａに
現象－不具合対応表の入力を受け付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザ
が入力部２Ｂによって入力した現象－不具合対応表の情報を受け付ける。
【００８９】
　次にＳ１３において、不具合抽出部１７は、不具合発生履歴記憶部１２に記憶されてい
る不具合発生履歴から、ユーザによって指定された工程、現象、期間に対応する不具合情
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報を抽出する。図９は、不具合発生履歴の一例を示している。同図に示すように、不具合
発生履歴は、不具合情報のＩＤ、不具合が発生した生産品の製造日の日付、不具合が発生
した生産品を特定する情報である形式、不具合発生工程、不具合内容、不具合の発見が生
産ラインにおける検査によるものであるか顧客からのクレームによるものであるかを示す
情報（検出状況情報）、生産ラインにおける検査で不具合を検出した場合の検出方法、お
よび、不具合に対する処置（処置内容情報）、の項目を有している。なお、不具合発生履
歴の項目としては、上記の全ての項目が必要であるわけではなく、影響度算出処理、発生
頻度算出処理、および検出度算出処理の少なくともいずれかで必要とされる項目があれば
よい。
【００９０】
　不具合抽出部１７は、このような不具合発生履歴の中から、不具合発生工程の項目で指
定された工程と一致し、不具合内容の項目で指定された現象に対応する不具合内容と一致
し、かつ、日付の項目で指定された期間に含まれる不具合情報を抽出する。図１０は、図
９に示す不具合発生履歴から、工程名が「素子はんだ付け」、現象が「はんだ付け忘れ」
、期間が「2003/8/1～2004/8/1」となっている不具合情報を抽出した結果を示している。
【００９１】
　不具合抽出部１７は、以上のように抽出した不具合情報を履歴抽出結果記憶部１８に記
憶する。なお、この履歴抽出結果記憶部１８は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメ
モリによって実現される。
【００９２】
　次にＳ１４において、市場流出率計算部４１が、履歴抽出結果記憶部１８から、不具合
抽出部１７によって抽出された不具合情報を読み出し、市場流出率を算出する。市場流出
率は、（市場流出率）＝（クレーム数）／（総不具合数）なる式によって算出される。こ
こで、クレーム数とは、不具合発生履歴の項目のうち、不具合の発見が生産ラインにおけ
る検査によるものであるか顧客からのクレームによるものであるかを示す情報の項目にお
いて、顧客からのクレームによるものであるとされている不具合情報の数を示している。
すなわち、顧客からのクレームによるものであるということは、不具合のある状態で該当
生産品が市場に流出したとみなしていることになる。総不具合数は、不具合抽出部１７に
よって抽出された不具合情報の総数を示している。例えば、総不具合数が１１０２であり
、顧客からのクレームによる不具合情報の数が１である場合、市場流出率は、１／１１０
２＝０．０９％となる。市場流出率が算出されると、市場流出率計算部４１は、算出され
た市場流出率を市場流出率記憶部４２に記憶する。なお、この市場流出率記憶部４２は、
例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現される。
【００９３】
　次にＳ１５において、平均処置コスト計算部３７は、履歴抽出結果記憶部１８に記憶さ
れている、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報の中から、不具合に対する処
置の項目の情報を読み出し、読み出した処置の項目に含まれている各処置内容が、処置内
容よりも上位概念となる処置分類のいずれに対応するかを特定する。この処置内容と処置
分類との対応付けは、処置分類表記憶部３４に記憶されている処置分類表に基づいて行わ
れる。図１１は、処置分類表の一例を示している。同図に示すように、処置分類表は、処
置分類の種類と、各処置分類に対応する処置内容との対応付けを示す情報となっている。
すなわち、不具合発生履歴には、様々な文言で処置内容の情報が記録されることが予想さ
れるが、これらの処置内容の情報が、処置分類のどれに対応するかを示しているのが処置
分類表となる。よって、基本的には、１つの処置分類に対して１つ以上の処置内容が対応
付けられることになる。このような処置分類表を用いることによって、処置コストとの対
応付けに必要とされる情報量を削減することが可能となる。
【００９４】
　この処置分類表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この処置
分類表を作成するための入力処理は、処置分類表入力処理部３１によって行われる。具体
的には、処置分類表入力処理部３１は、出力部２Ａに処置分類表の入力を受け付けるため
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の表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した処置分類表の
情報を受け付ける。
【００９５】
　なお、例えば不具合情報履歴に記録すべき処置内容のバリエーションが予め決まってい
るような場合には、上記のような処置分類表を用いずに、処置内容から直接処置コストを
算出するようにしてもよい。この場合、処置コスト表入力処理部３２および処置コスト表
記憶部３５の構成を設けなくてもよい。
【００９６】
　次にＳ１６において、平均処置コスト計算部３７は、不具合抽出部１７によって抽出さ
れた不具合情報のそれぞれについて、処置内容に対応した処置分類に基づいて処置コスト
を算出する。ここで、平均処置コスト計算部３７は、処置コスト表記憶部３５に記憶され
ている処置コスト表に基づいて、各処置分類に対応する処置コストを算出する。図１２は
、処置コスト表の一例を示している。同図に示すように、処置コスト表は、処置分類の種
類と、各処置分類に対応する処置コストとの対応付けを示す情報となっている。処置コス
トとは、対応する処置分類の処置を行うことによる生産性に対する影響を示す指標である
。処置コストが高いほど、対応する処置分類の処置を行うことによる生産性に対する影響
が高い、すなわち、処置に必要とされる時間や費用が大きいものとしている。図１３は、
図１０に示す不具合情報の抽出結果に対して、処置分類、および、処置コストの情報を付
加した結果を示している。
【００９７】
　この処置コスト表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この処
置コスト表を作成するための入力処理は、処置コスト表入力処理部３２によって行われる
。具体的には、処置コスト表入力処理部３２は、出力部２Ａに処置コスト表の入力を受け
付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した処
置コスト表の情報を受け付ける。
【００９８】
　次にＳ１７において、平均処置コスト計算部３７は、Ｓ１６において算出された各不具
合情報に対応する処置コストに基づいて、平均処置コストを算出する。この平均処置コス
トは、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報のそれぞれに対応する処置コスト
の総和を、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報の数で割ることによって求め
られる。例えば図１３に示す例では、平均処置コストは、（８＋２＋２＋９＋２＋８＋８
＋８＋８＋８）／１０＝６．３となる。
【００９９】
　平均処置コスト計算部３７は、以上のように算出した平均処置コストを平均処置コスト
記憶部３８に記憶する。なお、この平均処置コスト記憶部３８は、例えば一時（一次）記
憶装置としてのメモリによって実現される。
【０１００】
　次にＳ１８において、影響度計算部３９が、Ｓ１４で算出された市場流出率、および、
Ｓ１７で算出された平均処置コストに基づいて、影響度を算出する。ここで、影響度計算
部３９は、市場流出率記憶部４２から市場流出率を読み出し、平均処置コスト記憶部３８
から平均処置コストを読み出す。市場流出率および平均処置コストに基づく影響度の算出
は、影響度算出表に基づいて行われる。図１４は、影響度算出表の一例を示している。同
図に示すように、影響度算出表は、市場流出率の値と平均処置コストの値との組合せに応
じて影響度を特定することが可能なデータとなっている。同図に示す例では、市場流出率
が０．１％以上である場合には、平均処置コストに拘わらず影響度が最大値５となり、市
場流出率が０．１％未満である場合には、平均処置コストが８以上の場合に影響度４、５
以上８以下の場合に影響度３、２以上５以下の場合に影響度２、２未満の場合に影響度１
となっている。なお、市場流出率の値と平均処置コストの値との組合せと影響度との関係
は同図に示す例に限定されるものではなく、システム設計に応じて適宜変更されうるもの
である。
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【０１０１】
　この影響度算出表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この影
響度算出表を作成するための入力処理は、影響度算出表入力処理部３３によって行われる
。具体的には、影響度算出表入力処理部３３は、出力部２Ａに影響度算出表の入力を受け
付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した影
響度算出表の情報を受け付ける。
【０１０２】
　影響度計算部３９は、以上のように算出した影響度を影響度記憶部４０に記憶する。な
お、この影響度記憶部４０は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現
される。
【０１０３】
　なお、本実施形態では、影響度は、市場流出率と平均処置コストとに基づいて決定され
ているが、これに限定されるものではない。例えば、市場流出率のみによって影響度を決
定してもよいし、平均処置コストのみによって影響度を決定してもよい。また、市場流出
率および平均処置コスト以外の指標によって影響度を決定するようになっていてもよい。
すなわち、影響度を決定するための指標としては、ユーザによって指定された現象に対応
する不具合によって生じる時間的および／または金銭的な損失に影響を与える指標であり
、かつ、不具合発生履歴からデータ処理によって値を算出可能な指標であればよい。
【０１０４】
　次にＳ１９において、故障モード作成部２２が、影響度算出部１９によって算出された
影響度と、この影響度に対応する抽出対象情報としての工程名、現象の情報に基づいて、
故障モードを作成する。ここで、故障モード作成部２２は、影響度記憶部４０から影響度
の情報を読み出し、抽出対象情報記憶部１６から工程名、現象の情報を読み出す。
【０１０５】
　故障モード作成部２２は、以上のように生成した故障モードを故障モード記憶部２３に
記憶する。なお、この故障モード記憶部２３は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメ
モリによって実現される。
【０１０６】
　次にＳ２０～Ｓ２４において、故障モード追加部２４が、故障モード作成部２２によっ
て作成された故障モードを工程ＦＭＥＡ表に追加する処理を行う。ここで、故障モード追
加部２４は、故障モード記憶部２３から追加すべき故障モードを読み出し、工程ＦＭＥＡ
表記憶部１１に記憶されている工程ＦＭＥＡ表に対して情報の読み書きを行う。
【０１０７】
　まずＳ２０において、故障モード追加部２４は、追加すべき故障モードの工程名が、工
程ＦＭＥＡ表に存在するか否かを判定する。追加すべき故障モードの工程名が、工程ＦＭ
ＥＡ表に存在しない場合（Ｓ２０においてＮＯ）、追加すべき故障モードの全ての項目を
そのまま新たな故障モードとして工程ＦＭＥＡ表に追加する（Ｓ２１）。これにより、工
程ＦＭＥＡ表の更新処理が完了する。
【０１０８】
　一方、追加すべき故障モードの工程名が、工程ＦＭＥＡ表に存在する場合（Ｓ２０にお
いてＹＥＳ）、Ｓ２２において、故障モード追加部２４は、追加すべき故障モードの現象
が、工程ＦＭＥＡ表に存在するか否かを判定する。追加すべき故障モードの現象が、工程
ＦＭＥＡ表に存在しない場合（Ｓ２２においてＮＯ）、故障モード追加部２４は、工程名
および機能の項目を共有した状態で、追加すべき故障モードの現象および影響度を工程Ｆ
ＭＥＡ表に追加する（Ｓ２３）。これにより、工程ＦＭＥＡ表の更新処理が完了する。
【０１０９】
　図１５（ａ）は、故障モード追加処理の前における工程ＦＭＥＡ表の例を示している。
また、図１５（ｂ）は、追加すべき故障モードの例を示している。この例では、追加すべ
き故障モードの工程名は工程ＦＭＥＡ表に存在するが、現象は存在しない場合となってい
る。この場合、図１５（ｃ）に示すように、「素子はんだ付け」という工程名の項目、お
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よび「素子を基板と接続する」という機能の項目を共有して、「はんだ付け忘れ」という
新たな現象が追加され、それに対応する影響度が記録されている。
【０１１０】
　一方、追加すべき故障モードの現象が、工程ＦＭＥＡ表に存在する場合（Ｓ２２におい
てＹＥＳ）、故障モード追加部２４は、既に工程ＦＭＥＡ表に存在している故障モードに
おける影響度の項目を更新する（Ｓ２４）。これにより、工程ＦＭＥＡ表の更新処理が完
了する。
【０１１１】
　図１６（ａ）は、故障モード追加処理の前における工程ＦＭＥＡ表の例を示している。
また、図１６（ｂ）は、追加すべき故障モードの例を示している。この例では、追加すべ
き故障モードの工程名および現象が工程ＦＭＥＡ表に存在している場合となっている。こ
の場合、図１６（ｃ）に示すように、「はんだ付け忘れ」という現象に対応する故障モー
ドの影響度の項目に値が追加されている。
【０１１２】
　（発生頻度算出部の構成）
　次に、発生頻度算出部２０の構成について説明する。図１７は、発生頻度算出部２０の
機能構成の概略を示している。同図に示すように、発生頻度算出部２０は、生産履歴入力
処理部５１、発生頻度算出表入力処理部５２、生産履歴記憶部（処理履歴記憶装置）５３
、発生頻度算出表記憶部５４、不良発生率計算部５５、不良発生率記憶部５６、発生頻度
計算部５７、および発生頻度記憶部５８を備えた構成となっている。
【０１１３】
　生産履歴入力処理部５１は、生産履歴入力端末４において入力された生産履歴の情報を
受け付けて生産履歴記憶部５３に生産履歴（処理履歴情報）として記憶する処理を行う。
発生頻度算出表入力処理部５２は、ユーザから入力された発生頻度算出表の情報を受け付
けて、発生頻度算出表記憶部５４に記憶する処理を行う。
【０１１４】
　不良発生率計算部５５は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報を読み出し
、生産履歴を参照することによって不良発生率を算出する処理を行う。不良発生率記憶部
５６は、不良発生率計算部５５によって算出された不良発生率を記憶する。
【０１１５】
　発生頻度計算部５７が、不良発生率記憶部５６から不良発生率を読み出し、発生頻度算
出表記憶部５４に記憶されている発生頻度算出表に基づいて発生頻度を算出する処理を行
う。発生頻度記憶部５８は、発生頻度計算部５７によって算出された発生頻度を記憶する
。
【０１１６】
　（発生頻度算出処理の流れ）
　次に、発生頻度算出処理の流れについて、図１８に示すフローチャートを参照しながら
説明する。Ｓ３１～Ｓ３３における処理は、図７に示したＳ１１～Ｓ１３における処理と
同様であるので、ここではその説明を省略する。
【０１１７】
　Ｓ３３において不具合抽出部１７によって不具合情報が抽出されると、Ｓ３４において
、不良発生率計算部５５が不良発生率を算出する。不良発生率は、（不良発生率）＝（総
不具合数）／（総生産数）なる式によって算出される。ここで、総不具合数は、履歴抽出
結果記憶部１８に記憶されている不具合情報の総数を示している。また、総生産数は、生
産履歴記憶部５３に記憶されている生産履歴によって求められる、生産が完了した生産品
の総数を示している。図１９は、生産履歴の一例を示している。同図に示すように、生産
履歴は、生産履歴のＩＤ、製造日の日付、生産が行われた生産品を特定する情報である形
式、および生産数の項目を有している。
【０１１８】
　この生産履歴は、生産履歴入力端末４において入力された生産履歴の情報が工程管理装
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置２に伝送され、生産履歴入力処理部５１によって生産履歴記憶部５３に記録される。
【０１１９】
　不良発生率計算部５５は、このような生産履歴から、Ｓ３１においてユーザによって指
定された期間に相当するとともに、ユーザによって指定された工程名の工程によって生産
される生産品の形式に相当する生産履歴の情報に基づいて総生産数を算出する。
【０１２０】
　例えば、総不具合数が１１０２であり、総生産数が１０００万である場合、不良発生率
は、１１０２／１０００万＝０．０１１％（１１０ｐｐｍ）となる。不良発生率が算出さ
れると、不良発生率計算部５５は、算出された不良発生率を不良発生率記憶部５６に記憶
する。なお、この不良発生率記憶部５６は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリ
によって実現される。
【０１２１】
　次にＳ３５において、発生頻度計算部５７が、不良発生率記憶部５６から不良発生率を
読み出し、発生頻度算出表記憶部５４に記憶されている発生頻度算出表に基づいて発生頻
度を算出する。図２０は、発生頻度算出表の一例を示している。同図に示すように、発生
頻度算出表は、不良発生率の値に応じて発生頻度を特定することが可能なデータとなって
いる。同図に示す例では、不良発生率が１％以上である場合に発生頻度５、０．４％以上
１％未満である場合に発生頻度４、０．１％以上０．４％未満である場合に発生頻度３、
１００ｐｐｍ（０．０１％）以上１０００ｐｐｍ（０．１％）未満である場合に発生頻度
２、１００ｐｐｍ（０．０１％）未満である場合に発生頻度１となっている。なお、不良
発生率の値と発生頻度との関係は同図に示す例に限定されるものではなく、システム設計
に応じて適宜変更されうるものである。
【０１２２】
　この発生頻度算出表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この
発生頻度算出表を作成するための入力処理は、発生頻度算出表入力処理部５２によって行
われる。具体的には、発生頻度算出表入力処理部５２は、出力部２Ａに発生頻度算出表の
入力を受け付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって
入力した発生頻度算出表の情報を受け付ける。
【０１２３】
　発生頻度計算部５７は、以上のように算出した発生頻度を発生頻度記憶部５８に記憶す
る。なお、この発生頻度記憶部５８は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによ
って実現される。
【０１２４】
　なお、本実施形態では、発生頻度は、不良発生率に基づいて決定されているが、これに
限定されるものではなく、不良発生率以外の指標によって発生頻度を決定するようになっ
ていてもよい。すなわち、発生頻度を決定するための指標としては、ユーザによって指定
された現象に対応する不具合の発生の頻度を示す指標であり、かつ、不具合発生履歴から
データ処理によって値を算出可能な指標であればよい。
【０１２５】
　以降、Ｓ３６～Ｓ４１における処理は、図７に示したＳ１９～Ｓ２４における処理にお
いて「影響度」を「発生頻度」に置き換えた処理と同様となるので、ここではその説明を
省略する。
【０１２６】
　なお、図４（ｂ）に示したように、不具合を改善する対策が行われた後に、再度上記の
ように発生頻度を算出した場合、故障モード作成部２２が、故障モードに対策後発生頻度
の項目を追加し、該項目に、算出された発生頻度を記録するようにしてもよい。このよう
な故障モードが故障モード追加部２４にて工程ＦＭＥＡ表に追加されることによって、対
策前と後との発生頻度の変化を把握することが可能となり、改善対策の効果を評価するこ
とが可能となる。
【０１２７】
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　（検出度算出部の構成）
　次に、検出度算出部２１の構成について説明する。図２１は、検出度算出部２１の機能
構成の概略を示している。同図に示すように、検出度算出部２１は、検出リスク表入力処
理部６１、検出度算出表入力処理部６２、検出リスク表記憶部６３、検出度算出表記憶部
６４、平均検出リスク計算部６５、平均検出リスク記憶部６６、検出度計算部６７、検出
度記憶部６８、市場流出率計算部６９、および市場流出率記憶部７０を備えた構成となっ
ている。
【０１２８】
　検出リスク表入力処理部６１は、ユーザから入力された検出リスク表の情報を受け付け
て、検出リスク表記憶部６３に記憶する処理を行う検出度算出表入力処理部６２は、ユー
ザから入力された検出度算出表の情報を受け付けて、検出度算出表記憶部６４に記憶する
処理を行う。
【０１２９】
　平均検出リスク計算部６５は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報のそれ
ぞれについて、検出方法に基づいて検出リスクを算出する。そして、平均検出リスク計算
部６５は、算出された各不具合情報に対応する検出リスクに基づいて、平均検出リスクを
算出する。平均検出リスク記憶部６６は、平均検出リスク計算部６５によって算出された
平均検出リスクを記憶する。
【０１３０】
　市場流出率計算部６９は、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報を読み出し
、市場流出率を算出する処理を行う。市場流出率記憶部７０は、市場流出率計算部６９に
よって算出された市場流出率を記憶する。
【０１３１】
　検出度計算部６７は、市場流出率計算部６９で算出された市場流出率、および、平均検
出リスク計算部６５で算出された平均検出リスクに基づいて、検出度を算出する処理を行
う。検出度記憶部６８は、検出度計算部６７によって算出された検出度を記憶する。
【０１３２】
　（検出度算出処理の流れ）
　次に、検出度算出処理の流れについて、図２２に示すフローチャートを参照しながら説
明する。Ｓ５１～Ｓ５４における処理は、図７に示したＳ１１～Ｓ１４における処理と同
様であるので、ここではその説明を省略する。
【０１３３】
　Ｓ５５において、平均検出リスク計算部６５が、不具合抽出部１７によって抽出された
不具合情報のそれぞれについて、検出方法に基づいて検出リスクを算出する。ここで、平
均検出リスク計算部６５は、検出リスク表記憶部６３に記憶されている検出リスク表に基
づいて、各検出方法に対応する検出リスクを算出する。図２３は、検出リスク表の一例を
示している。同図に示すように、検出リスク表は、検出方法の種類と、各検出方法に対応
する検出リスクとの対応付けを示す情報となっている。検出リスクとは、対応する検出方
法による不具合検出にミスが発生する可能性を示す指標である。検出リスクが高いほど、
対応する検出方法に検出ミスが発生する可能性が高いものとしている。図２４は、不具合
情報の抽出結果に対して、検出リスクの情報を付加した結果の一例を示している。
【０１３４】
　この検出リスク表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この検
出リスク表を作成するための入力処理は、検出リスク表入力処理部６１によって行われる
。具体的には、検出リスク表入力処理部６１は、出力部２Ａに検出リスク表の入力を受け
付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した検
出リスク表の情報を受け付ける。
【０１３５】
　なお、影響度の算出処理においては、不具合情報の処理の項目で示される処置内容と、
処置分類との対応を示す処置分類表を用いている。これと同様に、不具合情報の検出方法
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の項目で示される検出方法と、より上位概念を示す検出方法分類との対応を示す検出方法
分類表を用いるようにしてもよい。このようにすれば、不具合発生履歴に様々な文言で検
出方法の情報が記録されるような場合にも、検出リスクとの対応付けに必要とされる情報
量を削減することが可能となる。しかしながら、検出方法に関しては、バリエーションが
少なく、不具合発生履歴に記録される文言も比較的限定されることが予想されるので、本
実施形態のように、検出方法分類表を用いない構成としても十分に対応可能である。
【０１３６】
　次にＳ５６において、平均検出リスク計算部６５は、Ｓ５５において算出された各不具
合情報に対応する検出リスクに基づいて、平均検出リスクを算出する。この平均検出リス
クは、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報のそれぞれに対応する検出リスク
の総和を、不具合抽出部１７によって抽出された不具合情報の数で割ることによって求め
られる。例えば図２４に示す例では、平均処置コストは、（１＋１＋４＋４＋１０＋１＋
１＋１＋１０＋１０）／１０＝４．３となる。
【０１３７】
　平均検出リスク計算部６５は、以上のように算出した平均検出リスクを平均検出リスク
記憶部６６に記憶する。なお、この平均検出リスク記憶部６６は、例えば一時（一次）記
憶装置としてのメモリによって実現される。
【０１３８】
　次にＳ５７において、検出度計算部６７が、Ｓ５４で算出された市場流出率、および、
Ｓ５６で算出された平均検出リスクに基づいて、検出度を算出する。ここで、検出度計算
部６７は、市場流出率記憶部７０から市場流出率を読み出し、平均検出リスク記憶部６６
から平均検出リスクを読み出す。市場流出率および平均検出リスクに基づく検出度の算出
は、検出度算出表に基づいて行われる。図２５は、検出度算出表の一例を示している。同
図に示すように、検出度算出表は、市場流出率の値と平均検出リスクの値との組合せに応
じて検出度を特定することが可能なデータとなっている。同図に示す例では、市場流出率
が０．１％以上である場合には、平均検出リスクに拘わらず検出度が最大値５となり、市
場流出率が０．１％未満である場合には、平均検出リスクが８以上の場合に影響度４、５
以上８以下の場合に影響度３、２以上５以下の場合に影響度２、２未満の場合に影響度１
となっている。なお、市場流出率の値と平均検出リスクの値との組合せと検出度との関係
は同図に示す例に限定されるものではなく、システム設計に応じて適宜変更されうるもの
である。
【０１３９】
　この検出度算出表は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この検
出度算出表を作成するための入力処理は、検出度算出表入力処理部６２によって行われる
。具体的には、検出度算出表入力処理部６２は、出力部２Ａに検出度算出表の入力を受け
付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した検
出度算出表の情報を受け付ける。
【０１４０】
　検出度計算部６７は、以上のように算出した検出度を検出度記憶部６８に記憶する。な
お、この検出度記憶部６８は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現
される。
【０１４１】
　なお、本実施形態では、検出度は、市場流出率と平均検出リスクとに基づいて決定され
ているが、これに限定されるものではない。例えば、市場流出率のみによって検出度を決
定してもよいし、平均検出リスクのみによって検出度を決定してもよい。また、市場流出
率および平均検出リスク以外の指標によって検出度を決定するようになっていてもよい。
すなわち、検出度を決定するための指標としては、ユーザによって指定された現象に対応
する不具合を検出することの困難性を示す指標であり、かつ、不具合発生履歴からデータ
処理によって値を算出可能な指標であればよい。
【０１４２】
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　以降、Ｓ５８～Ｓ６３における処理は、図７に示したＳ１９～Ｓ２４における処理にお
いて「影響度」を「検出度」に置き換えた処理と同様となるので、ここではその説明を省
略する。
【０１４３】
　なお、図４（ｂ）に示したように、不具合を改善する対策が行われた後に、再度上記の
ように検出度を算出した場合、故障モード作成部２２が、故障モードに対策後検出度の項
目を追加し、該項目に、算出された検出度を記録するようにしてもよい。このような故障
モードが故障モード追加部２４にて工程ＦＭＥＡ表に追加されることによって、対策前と
後との検出度の変化を把握することが可能となり、改善対策の効果を評価することが可能
となる。
【０１４４】
　（危険優先度算出部の構成）
　次に、危険優先度算出部２５の構成について説明する。図２６は、危険優先度算出部２
５の機能構成の概略を示している。同図に示すように、危険優先度算出部２５は、計算式
入力処理部７１、計算式記憶部７２、故障モード抽出部７３、故障モード記憶部７４、危
険優先度計算部７５、および更新故障モード記憶部７６を備えた構成となっている。
【０１４５】
　計算式入力処理部７１は、ユーザから入力された危険優先度の計算に用いる計算式の情
報を受け付けて、計算式記憶部７２に記憶する処理を行う。
【０１４６】
　故障モード抽出部７３は、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１に記憶されている工程ＦＭＥＡ表
から特定の故障モードを読み出す処理を行う。故障モード記憶部７４は、影響度、発生頻
度、および検出度が入力されている故障モードを記憶する。
【０１４７】
　危険優先度計算部７５は、故障モード記憶部７４から故障モードを読み出し、該故障モ
ードにおける影響度、発生頻度、および検出度に基づいて危険優先度を算出する処理を行
う。更新故障モード記憶部７６は、危険優先度計算部７５によって算出された危険優先度
の情報を加えた故障モードを記憶する。
【０１４８】
　（危険優先度算出処理の流れ）
　次に、危険優先度算出処理の流れについて、図２７に示すフローチャートを参照しなが
ら説明する。まずＳ７１において、故障モード抽出部７３が、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１
に記憶されている工程ＦＭＥＡ表から特定の故障モードを読み出す。そして、Ｓ７２にお
いて、故障モード抽出部７３は、読み出した故障モードに、影響度、発生頻度、および検
出度が入力済であるか否かを判定する。Ｓ７２においてＮＯ、すなわち、影響度、発生頻
度、および検出度が入力されていない場合には、危険優先度を算出することができないの
で処理を終了する。
【０１４９】
　Ｓ７２においてＹＥＳ、すなわち、影響度、発生頻度、および検出度が入力されている
場合には、まず、故障モード抽出部７３が該当故障モードを故障モード記憶部７４に記憶
する。なお、この故障モード記憶部７４は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリ
によって実現される。
【０１５０】
　その後、危険優先度計算部７５が、故障モード記憶部７４から故障モードを読み出し、
該故障モードにおける影響度、発生頻度、および検出度に基づいて危険優先度を算出する
（Ｓ７３）。危険優先度は、（危険優先度）＝（影響度）×（発生頻度）×（検出度）な
る式によって算出される。
【０１５１】
　危険優先度を算出するための式は、計算式記憶部７２に記憶されており、危険優先度計
算部７５は、この計算式記憶部７２に記憶されている計算式を読み出すことによって上記
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の計算を行う。計算式記憶部７２に記憶されている計算式は、予めユーザによって入力さ
れることによって作成される。この計算式を作成するための入力処理は、計算式入力処理
部７１によって行われる。具体的には、計算式入力処理部７１は、出力部２Ａに計算式の
入力を受け付けるための表示画面を表示させ、これに対してユーザが入力部２Ｂによって
入力した計算式の情報を受け付ける。
【０１５２】
　なお、本実施形態では、上式のように、危険優先度を影響度、発生頻度、および検出度
の積としているが、これに限定されるものではなく、影響度、発生頻度、および検出度の
それぞれの値の大きさに応じて変化する値であればどのような値であってもよい。例えば
、危険優先度を、影響度、発生頻度、および検出度の和としてもよいし、平均としてもよ
い。さらに言えば、危険優先度を、影響度、発生頻度、および検出度の少なくとも１つの
値の大きさに応じて変化する値としてもよい。例えば、検出度に関しては対策の要否の判
断の指標として考慮する必要がないという判断がある場合には、危険優先度を影響度およ
び発生頻度の２つに基づいて決定するようにしてもよい。
【０１５３】
　次にＳ７４において、危険優先度計算部７５は、Ｓ７３において算出した危険優先度の
情報を加えた故障モードを更新故障モード記憶部７６に記憶する。なお、この更新故障モ
ード記憶部７６は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現される。
【０１５４】
　その後、故障モード追加部２４は、更新故障モード記憶部７６から危険優先度の情報が
加えられた故障モードを工程ＦＭＥＡ表に加える処理を行い、これにより工程ＦＭＥＡ表
における該当故障モードの危険優先度の更新処理が完了する（Ｓ７４）。図２８は、工程
ＦＭＥＡ表において、各故障モードに対して危険優先度が入力された状態を示している。
【０１５５】
　なお、この図２７に示す危険優先度の算出処理は、例えば定期的に行われてもよいし、
工程ＦＭＥＡ表にデータの更新があった時点で行われてもよい。定期的に行われる場合に
は、例えば図２７に示す処理を工程ＦＭＥＡ表に記録されている全ての故障モードに対し
て繰り返し行うようにしてもよいし、工程ＦＭＥＡ表に記録されている故障モードを複数
のグループに分けて、各グループ毎に定期的に巡回して図２７に示す処理を行うようにし
てもよい。また、工程ＦＭＥＡ表にデータの更新があった時点で行われる場合には、例え
ば更新された故障モードに対してのみ図２７に示す処理が行われるようにしてもよい。
【０１５６】
　なお、図４（ｂ）に示したように、不具合を改善する対策が行われた後に、再度上記の
ように危険優先度を算出した場合、故障モード作成部２２が、故障モードに対策後危険優
先度の項目を追加し、該項目に、算出された危険優先度を記録するようにしてもよい。こ
のような故障モードが故障モード追加部２４にて工程ＦＭＥＡ表に追加されることによっ
て、対策前と後との危険優先度の変化を把握することが可能となり、改善対策の効果を評
価することが可能となる。
【０１５７】
　（対策要否算出部の構成）
　次に、対策要否算出部２６の構成について説明する。図２９は、対策要否算出部２６の
機能構成の概略を示している。同図に示すように、対策要否算出部２６は、閾値入力処理
部８１、閾値記憶部８２、故障モード抽出部８３、故障モード記憶部８４、対策要否計算
部８５、および更新故障モード記憶部８６を備えた構成となっている。
【０１５８】
　閾値入力処理部８１は、ユーザから入力された対策要否の判定に用いる閾値の情報を受
け付けて、閾値記憶部８２に記憶する処理を行う。
【０１５９】
　故障モード抽出部８３は、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１に記憶されている工程ＦＭＥＡ表
から特定の故障モードを読み出す処理を行う。故障モード記憶部８４は、危険優先度が入
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力されている故障モードを記憶する。
【０１６０】
　対策要否計算部８５は、故障モード記憶部８４から故障モードを読み出し、該故障モー
ドにおける危険優先度に基づいて対策要否を判定する処理を行う。更新故障モード記憶部
８６は、対策要否計算部８５によって算出された対策要否の情報を加えた故障モードを記
憶する。
【０１６１】
　（対策要否算出処理の流れ）
　次に、対策要否算出処理の流れについて、図３０に示すフローチャートを参照しながら
説明する。まずＳ８１において、故障モード抽出部８３が、工程ＦＭＥＡ表記憶部１１に
記憶されている工程ＦＭＥＡ表から特定の故障モードを読み出す。そして、Ｓ８２におい
て、故障モード抽出部８３は、読み出した故障モードに、危険優先度が入力済であるか否
かを判定する。Ｓ８２においてＮＯ、すなわち、危険優先度が入力されていない場合には
、対策要否を算出することができないので処理を終了する。
【０１６２】
　Ｓ８２においてＹＥＳ、すなわち、危険優先度が入力されている場合には、まず、故障
モード抽出部８３が該当故障モードを故障モード記憶部８４に記憶する。なお、この故障
モード記憶部８４は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現される。
【０１６３】
　その後、対策要否計算部８５が、故障モード記憶部８４から故障モードを読み出し、該
故障モードにおける危険優先度に基づいて対策要否を判定する（Ｓ８３）。対策要否は、
危険優先度が所定の閾値以上であるか否かによって決定される。すなわち、危険優先度が
所定の閾値以上である場合に対策要と判定される。
【０１６４】
　上記閾値は、閾値記憶部８２に記憶されており、対策要否計算部８５は、この閾値記憶
部８２に記憶されている閾値を読み出すことによって上記の判定を行う。閾値記憶部８２
に記憶されている閾値は、予めユーザによって入力されることによって作成される。この
閾値を作成するための入力処理は、閾値入力処理部８１によって行われる。具体的には、
閾値入力処理部８１は、出力部２Ａに閾値の入力を受け付けるための表示画面を表示させ
、これに対してユーザが入力部２Ｂによって入力した閾値の情報を受け付ける。
【０１６５】
　次にＳ８４において、対策要否計算部８５は、Ｓ８３において判定した対策要否の情報
を加えた故障モードを更新故障モード記憶部８６に記憶する。なお、この更新故障モード
記憶部８６は、例えば一時（一次）記憶装置としてのメモリによって実現される。
【０１６６】
　その後、故障モード追加部２４は、更新故障モード記憶部８６から対策要否の情報が加
えられた故障モードを工程ＦＭＥＡ表に加える処理を行い、これにより工程ＦＭＥＡ表に
おける該当故障モードの対策要否の更新処理が完了する（Ｓ８４）。図３１は、工程ＦＭ
ＥＡ表において、各故障モードに対して対策要否が入力された状態を示している。
【０１６７】
　なお、この図３０に示す対策要否の算出処理は、例えば定期的に行われてもよいし、工
程ＦＭＥＡ表にデータの更新があった時点で行われてもよい。定期的に行われる場合には
、例えば図３０に示す処理を工程ＦＭＥＡ表に記録されている全ての故障モードに対して
繰り返し行うようにしてもよいし、工程ＦＭＥＡ表に記録されている故障モードを複数の
グループに分けて、各グループ毎に定期的に巡回して図３０に示す処理を行うようにして
もよい。また、工程ＦＭＥＡ表にデータの更新があった時点で行われる場合には、例えば
更新された故障モードに対してのみ図３０に示す処理が行われるようにしてもよい。また
、対策要否は、危険優先度が決定されないと算出できないものであるので、危険優先度の
更新処理が行われた時点で、該当故障モードに対してのみ図３０に示す処理が行われるよ
うにしてもよい。
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【０１６８】
　（工程ＦＭＥＡ以外への適用例）
　本実施形態では、生産システムにおける工程管理で用いられる工程ＦＭＥＡ表の作成・
更新を行う工程管理装置２について示したが、本発明は、ＦＭＥＡの手法によって管理対
象の信頼性解析や不具合要因解析に関する管理を行う様々な不具合管理装置に適用可能で
ある。ＦＭＥＡの適用例としては、例えば製品ライフサイクルの企画・開発、設計、部品
、製造、試験、建設、運転、および設備などが挙げられる。
【０１６９】
　ここで、工程ＦＭＥＡ以外への適用例として、設計ＦＭＥＡについて説明する。設計Ｆ
ＭＥＡは、特定の製品において、該製品が備える各部品（管理対象）ごとに、機能、故障
、影響、および対策などの情報を記載した一覧表としての設計ＦＭＥＡ表に基づいて、製
品設計を検討する設計手法である。
【０１７０】
　図３２は、設計ＦＭＥＡ表の一例を示している。同図に示すように、設計ＦＭＥＡ表は
、対象品目大分類、対象品目中分類、対象品目小分類、機能／要求項目、潜在的故障モー
ド、故障の影響、影響度、故障原因／メカニズム、発生頻度、検出度、危険優先度、対策
要否、および対策の項目を有しており、故障の種類を示す潜在的故障モードごとの情報が
記録されている。
【０１７１】
　上記の項目において、対象品目大分類、対象品目中分類、および対象品目小分類は、製
品に含まれる部品を複数の階層で分類した場合の各階層の名称を示す項目である。機能／
要求項目は、該当部品の機能または要求される仕様を示す項目である。潜在的故障モード
は、該当部品に生じることが予想される故障の種類を示す項目である。故障の影響は、該
当する故障が生じた場合に発生する影響を示す項目である。故障原因／メカニズムは、該
当する故障が生じる要因を示す項目である。影響、発生頻度、検出度、危険優先度、対策
要否、および対策は、工程ＦＭＥＡ表におけるものと同様の項目である。
【０１７２】
　以上のような設計ＦＭＥＡ表における影響、発生頻度、検出度、危険優先度、および対
策要否の項目に関して、前記した工程管理装置２と同様の構成によってこれらの値を算出
することが可能である。すなわち、該当製品の不具合発生履歴、および／または生産履歴
に基づいて、上記と同様にして影響、発生頻度、検出度、危険優先度、および対策要否を
算出することが可能である。
【０１７３】
　（ソフトウェアによる構成）
　上記工程管理装置２が有する各機能ブロックは、ハードウェアロジックによって構成し
てもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１７４】
　すなわち、工程管理装置２は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰ
Ｕ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory
）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上記プログラムおよび
各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発
明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアである工程管理装置２の制御プログラ
ムのプログラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム
）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録媒体を、上記工程管理装置２に供給し、
そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコー
ドを読み出し実行することによっても、達成可能である。
【０１７５】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
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）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１７６】
　また、工程管理装置２を通信ネットワークと接続可能に構成し、上記プログラムコード
を通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワークとしては、特に限定
されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤ
Ｎ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private network）、電話回線網、
移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワークを構成する伝送
媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ、電力線搬送、ケー
ブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線
、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコー
ドが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態
でも実現され得る。
【０１７７】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１７８】
　本発明は、ＦＭＥＡの手法によって管理対象の信頼性解析や不具合要因解析に関する管
理を行う様々な不具合管理装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１７９】
【図１】本発明の一実施形態に係る工程管理装置の機能構成の概略を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の一実施形態に係る工程管理システムの概略構成を示すブロック図である
。
【図３】工程ＦＭＥＡ表の一例を示す図である。
【図４】（ａ）は、工程ＦＭＥＡ表の各項目のうち、生産ラインの各工程において発生し
うる故障の例と、各故障に対応する発生頻度、影響度、検出度、危険優先度、および対策
要否の項目を抽出して示した例を示す図であり、（ｂ）は、対策を行った後の対策後発生
頻度、対策後検知度、および対策後危険度を再評価した状態を示す図である。
【図５】工程管理処理の全体的な流れを示すフローチャートである。
【図６】影響度算出部の機能構成の概略を示すブロック図である。
【図７】影響度算出処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】現象－不具合対応表の一例を示す図である。
【図９】不具合発生履歴の一例を示す図である。
【図１０】図９に示す不具合発生履歴から、工程名が「素子はんだ付け」、現象が「はん
だ付け忘れ」、期間が「2003/8/1～2004/8/1」となっている不具合情報を抽出した結果を
示す図である。
【図１１】処置分類表の一例を示す図である。
【図１２】処置コスト表の一例を示す図である。
【図１３】図１０に示す不具合情報の抽出結果に対して、処置分類、および、処置コスト
の情報を付加した結果を示す図である。
【図１４】影響度算出表の一例を示す図である。
【図１５】（ａ）は、故障モード追加処理の前における工程ＦＭＥＡ表の例を示す図であ
り、（ｂ）は、追加すべき故障モードの例を示す図である。
【図１６】（ａ）は、故障モード追加処理の前における工程ＦＭＥＡ表の例を示す図であ
り、（ｂ）は、追加すべき故障モードの例を示す図であり、（ｃ）は、「はんだ付け忘れ
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」という現象に対応する故障モードの影響度の項目に値が追加された状態を示す図である
。
【図１７】発生頻度算出部の機能構成の概略を示すブロック図である。
【図１８】発生頻度算出処理の流れを示すフローチャートである。
【図１９】生産履歴の一例を示す図である。
【図２０】発生頻度算出表の一例を示す図である。
【図２１】検出度算出部の機能構成の概略を示すブロック図である。
【図２２】検出度算出処理の流れを示すフローチャートである。
【図２３】検出リスク表の一例を示す図である。
【図２４】不具合情報の抽出結果に対して、検出リスクの情報を付加した結果の一例を示
す図である。
【図２５】検出度算出表の一例を示す図である。
【図２６】危険優先度算出部の機能構成の概略を示すブロック図である。
【図２７】危険優先度算出処理の流れを示すフローチャートである。
【図２８】工程ＦＭＥＡ表において、各故障モードに対して危険優先度が入力された状態
を示す図である。
【図２９】対策要否算出部の機能構成の概略を示すブロック図である。
【図３０】対策要否算出処理の流れを示すフローチャートである。
【図３１】工程ＦＭＥＡ表において、各故障モードに対して対策要否が入力された状態を
示す図である。
【図３２】設計ＦＭＥＡ表の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１８０】
１　工程管理システム
２　工程管理装置（不具合管理装置）
３　不具合入力端末
４　生産履歴入力端末
１１　工程ＦＭＥＡ表記憶部
１２　不具合発生履歴記憶部
１３　現象－不具合対応表記憶部
１４　抽出対象情報入力処理部
１５　現象－不具合対応表入力処理部
１６　抽出対象情報記憶部
１７　不具合抽出部（不具合抽出手段）
１８　履歴抽出結果記憶部
１９　影響度算出部（影響度算出手段）
２０　発生頻度算出部（発生頻度算出手段）
２１　検出度算出部（検出度算出手段）
２２　故障モード作成部
２３　故障モード記憶部
２４　故障モード追加部（不具合モード追加手段）
２５　危険優先度算出部（危険優先度算出手段）
２６　対策要否算出部
２７　出力制御部（出力制御手段）
３１　処置分類表入力処理部
３２　処置コスト表入力処理部
３３　影響度算出表入力処理部
３４　処置分類表記憶部
３５　処置コスト表記憶部
３６　影響度算出表記憶部
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３７　平均処置コスト計算部
３８　平均処置コスト記憶部
３９　影響度計算部
４０　影響度記憶部
４１　市場流出率計算部
４２　市場流出率記憶部
５１　生産履歴入力処理部
５２　発生頻度算出表入力処理部
５３　生産履歴記憶部（処理履歴記憶装置）
５４　発生頻度算出表記憶部
５５　不良発生率計算部
５６　不良発生率記憶部
５７　発生頻度計算部
５８　発生頻度記憶部
６１　検出リスク表入力処理部
６２　検出度算出表入力処理部
６３　検出リスク表記憶部
６４　検出度算出表記憶部
６５　平均検出リスク計算部
６６　平均検出リスク記憶部
６７　検出度計算部
６８　検出度記憶部
６９　市場流出率計算部
７０　市場流出率記憶部
７１　計算式入力処理部
７２　計算式記憶部
７３　故障モード抽出部
７４　故障モード記憶部
７５　危険優先度計算部
７６　更新故障モード記憶部
８１　閾値入力処理部
８２　閾値記憶部
８３　故障モード抽出部
８４　故障モード記憶部
８５　対策要否計算部
８６　更新故障モード記憶部
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