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(57)【要約】
　【課題】　機器の品質管理に利用可能な情報を提供す
るシステムを実現し、機器の品質管理に寄与する。
　【解決手段】　品質管理指標算出部１４は、顧客所有
機器データ記憶部２２に登録されている全ての前記所有
機器に対し、実際に使用された単位期間の長さに応じた
機器台数を機器型式別に計数して機器型式別使用期間別
台数を算出し、部品使用実績データに基づいて、機器型
式別且つ使用期間別に使用部品毎の使用数を導出し、こ
れを機器型式別使用期間別台数で除算することで、使用
期間を経験した全ての所有機器のうち、単位期間内で使
用部品が必要となる台数の割合を、同部品毎に、機器型
式別使用期間別に規定した値である部品使用率を、品質
管理指標として算出し、品質管理指標記憶部２４に記録
する。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顧客所有機器データ記憶部、修理業務報告データ記憶部、部品使用実績データ記憶部、
部品使用実績データ作成部、品質管理指標算出部、品質管理指標記憶部を備え、
　前記顧客所有機器データ記憶部は、
　　所有顧客によって現在所有されている又は過去に所有されていた所有機器に関するデ
ータであって、少なくとも前記所有顧客の情報、前記所有機器の型式の情報、同機器の使
用開始時期の情報を含み、同機器が過去に所有されていた場合には使用終了時期の情報を
更に含む顧客所有機器データを記録しており、
　前記修理業務報告データ記憶部は、
　　過去に行われた修理内容に関するデータであって、少なくとも修理を行った修理顧客
の情報、同修理を行った修理機器の型式の情報、同修理に使用された使用部品の情報、同
修理を行った修理時期の情報を含む修理業務報告データを記録しており、
　前記部品使用実績データ作成部は、
　　前記顧客所有機器データに示される前記所有顧客の情報と前記所有機器の型式の情報
、及び前記修理業務報告データに示される前記修理顧客の情報と前記修理機器の型式の情
報を関連付けることで、機器型式、修理に使用された使用部品、及び前記使用開始時期か
ら前記修理時期までの期間を所定の単位期間の倍数で規定した特定使用期間に関する情報
を含む部品使用実績データを作成して、前記部品使用実績データ記憶部に記録し、
　前記品質管理指標算出部は、
　　前記顧客所有機器データ記憶部に登録されている全ての前記所有機器が実際に使用さ
れた台数を、使用を経験した期間であって前記単位期間の倍数で規定した経験期間毎、且
つ機器型式毎に計数することで、機器型式別経験期間別台数を算出し、
　　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器
の台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記使用部品別に計数し、これを
、対応する前記機器型式別経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち
前記使用部品が必要となる台数の割合を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前
記使用部品別に規定した値である部品使用率を、機器の品質管理指標として算出し、前記
品質管理指標記憶部に記録することを特徴とする機器品質管理システム。
【請求項２】
　前記品質管理指標算出部は、
　　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器
の台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に計数し、これを、対応する前記機器型式
別経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち不具合を発生した割合を
、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に規定した値である不具合発生率を、機器の品質管
理指標として算出し、前記品質管理指標記憶部に記録することを特徴とする請求項１に記
載の機器品質管理システム。
【請求項３】
　品質管理用表示データ作成部を更に備え、
　前記品質管理表示データ作成部が、
　　前記品質管理指標記憶部から前記部品使用率を読み出し、当該読み出された前記部品
使用率の値が所定の部品使用率警告値を上回ると、前記部品使用率が前記部品使用率警告
値を上回っている旨の情報、並びに該当する前記特定使用期間、機器型式、及び前記使用
部品に関する情報を含む通知信号を作成し、外部に出力することを特徴とする請求項１に
記載の機器品質管理システム。
【請求項４】
　品質管理用表示データ作成部を更に備え、
　前記品質管理表示データ作成部が、
　　前記品質管理指標記憶部から前記不具合発生率を読み出し、当該読み出された前記不
具合発生率の値が所定の不具合発生率警告値を上回ると、前記不具合発生率が前記不具合
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発生率警告値を上回っている旨の情報、並びに該当する前記特定使用期間、及び機器型式
、に関する情報を含む通知信号を作成し、外部に出力することを特徴とする請求項２に記
載の機器品質管理システム。
【請求項５】
　複数年にわたる過去の気温データを少なくとも含む気象データを記録している気象デー
タ記憶部を更に備え、
　前記品質管理指標算出部は、
　　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器
の台数を、前記修理時期における前記気温データ別に計数して、前記気温データとの感度
分析を行うことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の機器品質管理システム
。
【請求項６】
　コンピュータのデータ処理によって行われる機器品質管理方法であって、
　所有顧客によって現在所有されている又は過去に所有されていた所有機器に関するデー
タであって、少なくとも前記所有顧客の情報、前記所有機器の型式の情報、同機器の使用
開始時期の情報を含み、同機器が過去に所有されていた場合には使用終了時期の情報を更
に含む顧客所有機器データを記録し、
　過去に行われた修理内容に関するデータであって、少なくとも修理を行った修理顧客の
情報、同修理を行った修理機器の型式の情報、同修理に使用された使用部品の情報、同修
理を行った修理時期の情報を含む修理業務報告データを記録し、
　前記顧客所有機器データに示される前記所有顧客の情報と前記所有機器の型式の情報、
及び前記修理業務報告データに示される前記修理顧客の情報と前記修理機器の型式の情報
を関連付けることで、機器型式、修理に使用された使用部品、及び前記使用開始時期から
前記修理時期までの期間を所定の単位期間の倍数で規定した特定使用期間に関する情報を
含む部品使用実績データを作成して、前記部品使用実績データ記憶部に記録し、
　前記顧客所有機器データ記憶部に登録されている全ての前記所有機器が実際に使用され
た台数を、使用を経験した期間であって前記単位期間の倍数で規定した経験期間毎、且つ
機器型式毎に計数することで、機器型式別経験期間別台数を算出し、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記使用部品別に計数し、これを、
対応する前記機器型式別経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち前
記使用部品が必要となる台数の割合を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記
使用部品別に規定した値である部品使用率を、機器の品質管理指標として算出し、記録す
ることを特徴とする機器品質管理方法。
【請求項７】
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に計数し、これを、対応する前記機器型式別
経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち不具合を発生した割合を、
前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に規定した値である不具合発生率を、機器の品質管理
指標として算出し、記録することを特徴とする請求項６に記載の機器品質管理方法。
【請求項８】
　前記部品使用率を読み出し、当該読み出された前記部品使用率の値が所定の部品使用率
警告値を上回ると、前記部品使用率が前記部品使用率警告値を上回っている旨の情報、並
びに該当する前記特定使用期間、機器型式、及び前記使用部品に関する情報を含む通知信
号を作成し、外部に出力することを特徴とする請求項６に記載の機器品質管理方法。
【請求項９】
　前記不具合発生率を読み出し、当該読み出された前記不具合発生率の値が所定の不具合
発生率警告値を上回ると、前記不具合発生率が前記不具合発生率警告値を上回っている旨
の情報、並びに該当する前記特定使用期間、及び機器型式、に関する情報を含む通知信号
を作成し、外部に出力することを特徴とする請求項７に記載の機器品質管理方法。
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【請求項１０】
　複数年にわたる過去の気温データを少なくとも含む気象データを記録し、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記修理時期における前記気温データ別に計数して、前記気温データとの感度分
析を行うことを特徴とする請求項６～９のいずれか１項に記載の機器品質管理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機器の品質を管理する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ガス機器・電力機器等において、機器を発売してからの品質管理業務は非常に重要であ
る。
【０００３】
　品質管理業務とは、例えば、過去に販売した機器の不具合の状況を考慮して仕様変更や
リコールを行ったり、新機種・後継機種の開発に際して同様の不具合が起こることのない
よう、対応を行ったりすることが一例として挙げられる。
【０００４】
　これらの判断は、過去に蓄積した修理実績のデータに基づいて行われるのが通例である
。
【０００５】
　すなわち、過去の修理実績データを分析し、特定の機器の不具合が頻発していることを
検知すると、リコールをできるだけ早期に行う等の対策を必要とする。使用者に対して危
険が伴う場合には尚更である。
【０００６】
　つまり、機器の品質を管理するに際しては、過去の修理実績データをいかに分析して、
機器の不具合の傾向をいかに検知するかが重要となる。
【０００７】
　例えば、下記特許文献１には、故障率と使用状況に対応したデータに基づいて作成され
た寿命予測曲線データによって機器の寿命を判断する内容が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４０３７９４２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記特許文献１に記載の方法で寿命を判断するに際しては、寿命予測曲線データを作成
することが必須となるが、この寿命予測曲線データの作成に必要な故障率の導出方法につ
いては何ら開示もなされていない。
【００１０】
　機器の故障は、大きく初期故障、偶発故障、経年故障の３種類に分類される。初期故障
は、機器を導入して比較的早期に現れる故障であり、情報を収集しやすく検知が容易であ
る。偶発故障は、初期故障や経年故障と比べると、発生する不具合の頻度が低いため、機
器の品質管理を行うに際しては他の２つの故障に比べて対策を行う優先度が低い。
【００１１】
　これに対し、経年故障は、磨耗，疲労，劣化等を原因とする故障であって、ある程度の
期間が経過した時点で発生する故障である。すなわち初期故障のように利用を開始して間
もなく発生する不具合とは違い、不具合を発生するまでに時間差がある。従って、ある機
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器の故障が、「経年故障」に該当する故障であるかどうかの判断を早期に行うことは難し
い。特に、経年故障が発生する時期は、機器毎に異なることが想定されるところ、機器の
管理を行うに際しては、経年毎に故障率を把握することが肝要である。しかし、上述した
ように、特許文献１ではこの故障率を導出する方法が開示されていない。
【００１２】
　本発明は、機器毎・経過年数毎に故障率を把握する等、機器の品質管理に利用可能な情
報を提供するシステムを実現し、機器の品質管理に寄与することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するため、本発明の機器品質管理システムは以下の特徴を備えて構成さ
れる。
【００１４】
　すなわち、本発明の機器品質管理システムは、顧客所有機器データ記憶部、修理業務報
告データ記憶部、部品使用実績データ記憶部、部品使用実績データ作成部、品質管理指標
算出部、品質管理指標記憶部を備え、
　前記顧客所有機器データ記憶部は、
　　所有顧客によって現在所有されている又は過去に所有されていた所有機器に関するデ
ータであって、少なくとも前記所有顧客の情報、前記所有機器の型式の情報、同機器の使
用開始時期の情報を含み、同機器が過去に所有されていた場合には使用終了時期の情報を
更に含む顧客所有機器データを記録しており、
　前記修理業務報告データ記憶部は、
　　過去に行われた修理内容に関するデータであって、少なくとも修理を行った修理顧客
の情報、同修理を行った修理機器の型式の情報、同修理に使用された使用部品の情報、同
修理を行った修理時期の情報を含む修理業務報告データを記録しており、
　前記部品使用実績データ作成部は、
　　前記顧客所有機器データに示される前記所有顧客の情報と前記所有機器の型式の情報
、及び前記修理業務報告データに示される前記修理顧客の情報と前記修理機器の型式の情
報を関連付けることで、機器型式、修理に使用された使用部品、及び前記使用開始時期か
ら前記修理時期までの期間を所定の単位期間の倍数で規定した特定使用期間に関する情報
を含む部品使用実績データを作成して、前記部品使用実績データ記憶部に記録し、
　前記品質管理指標算出部は、
　　前記顧客所有機器データ記憶部に登録されている全ての前記所有機器が実際に使用さ
れた台数を、使用を経験した期間であって前記単位期間の倍数で規定した経験期間毎、且
つ機器型式毎に計数することで、機器型式別経験期間別台数を算出し、
　　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器
の台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記使用部品別に計数し、これを
、対応する前記機器型式別経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち
前記使用部品が必要となる台数の割合を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前
記使用部品別に規定した値である部品使用率を、機器の品質管理指標として算出し、前記
品質管理指標記憶部に記録することを特徴とする。
【００１５】
　部品使用実績データとは、顧客所有機器データと修理業務報告データを関連付けて統合
するために作成される、いわば本システムにおいては中間的なデータである。そして、こ
のデータ作成は、特に、修理業務報告データに示されている修理内容が、当該修理機器が
実際に使用を開始してからどの程度の期間が経過した時点で行われたものであるかを把握
するために行われる。この使用開始時期から修理時期までの期間を、単位時間の倍数で規
定したものが、前記「特定使用期間」に対応する。
【００１６】
　なお、ここで、「単位時間の倍数で規定」するというのは、単位期間を１年間とすると
、使用開始時期から修理時期までの期間を前記単位期間で除算した値に基づいて整数値で
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規定するという意味であり、一例としてはその除算値の小数点以下を切り捨てた整数値で
規定することができる。
【００１７】
　機器型式別経験期間別台数を算出する際に用いられる「経験期間」とは、例えば使用開
始時期から３．５年が経過した機器であれば、当然に、その機器は３．５年以内の期間の
使用を経験している。従って、この３．５を単位期間で除算して小数点以下を切り捨てた
整数値によって経験期間を規定するとすれば、経験期間０年、１年、２年、３年の各年に
応じて１台ずつカウントされることとなる。なお、この例では、経験期間０年とは、実際
に０～１年にわたって機器が使用されたことを指しており、以下同様に、経験期間１年が
１～２年にわたる使用、経験期間２年が２～３年にわたる使用、経験期間３年が３～４年
にわたる使用をそれぞれ指している。
【００１８】
　機器型式別経験期間別台数によって、過去に利用され、又は現在も利用されている全て
の所有機器が、実際に使用を経験した期間毎に計数される。すなわち、これらの機器のう
ち、０～１年の期間にわたって使用された経験のある機器は何台あり、１～２年の期間に
わたって使用された経験のある機器は何台あり、……という内容が把握できる。
【００１９】
　例えば、使用開始時期から２年以上３年未満の「機器Ａ」に着目すると、この機器は、
使用開始時期から０年以上１年未満の時期も経験しており、１年以上２年未満、２年以上
３年未満の各時期も経験している。つまり、機器Ａが１台に対して、経験期間が「０年」
，「１年」，「２年」のそれぞれに１台ずつカウントされる。
【００２０】
　そして、使用開始時期から４年以上５年未満の「機器Ｂ」に着目し、機器Ａの場合と同
様に考えると、この機器は、０年以上１年未満の時期を当然に経験しており、１年以上２
年未満、２年以上３年未満、３年以上４年未満、４年以上５年未満のそれぞれの時期も経
験している。つまり、この機器Ｂが１台に対して、経験期間が「０年」，「１年」，「２
年」，「３年」，「４年」のそれぞれに１台ずつカウントされる。
【００２１】
　つまり、特定使用期間がＣ年（Ｃは０以上の整数）の機器１台に対し、経験期間別台数
は、０以上Ｃ以下の全ての整数年でカウントされることとなる。従って、当然に経験期間
別台数は、経験期間が短いほど増加し、逆に経験時間が長いほど減少するデータを示すこ
ととなる。
【００２２】
　例えば、使用開始時期からすぐに抹消された機器であっても、ずっと使い続けられてい
る機器であっても、使用された期間が「０年以上１年未満」という状態は経験するので、
経験期間「０年」にはカウントされる。これに対し、経験期間「５年」つまり使用された
期間が「５年以上６年未満」ともなると、使用開始時期から最低５年以上は継続して使用
されていないとカウントされず、逆に言えば、使用開始時期から５年以内に抹消された機
器はカウントされない。従って、当然に、経験期間「０年」の台数よりは減少することに
なる。
【００２３】
　「部品使用率」とは、機器をどの程度の期間使用すると、どのような部品がどの程度の
割合で必要となるかという点を示す指標となるものである。
【００２４】
　この部品使用率を導出するに際し、ある機器に対し、部品交換が行われたその部品毎に
、交換が行われた時点における当該機器の使用開始時期から経過した期間別の部品交換個
数（すなわち、部品交換が行われた機器台数）を導出する。より具体的には、使用開始時
期から経過した期間を単位期間の倍数で規定した「特定使用期間」別の部品交換個数を導
出する。この導出を、当該機器における各部品毎に行い、更には、他の機器についても同
様に行う。これにより、過去の修理時に新たに部品交換を行った機器の台数が、機器型式
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別且つ特定使用期間別に、使用部品毎に算出される。
【００２５】
　そして、このように算出された部品使用率は、品質管理指標記憶部に記録され、いつで
も読み出し可能な状態となる。これにより、機器型式別・部品別に、特定使用期間毎の部
品の交換を行った割合を認識することができる。例えば同一機器の同一部品において、部
品使用率がある特定使用期間が過ぎると極端に増加している場合や、同一機器において特
定の部品の部品使用率が他の部品よりも極めて高い場合、本システムによってその旨の情
報を認識することができ、部品の不具合の原因の分析や、機器の改良に利用可能な情報を
提供することができる。
【００２６】
　また、本発明の機器品質管理システムは、上記特徴に加えて更に以下の点を備える構成
とするのも好適である。
【００２７】
　すなわち、前記品質管理指標算出部が、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に計数し、これを、対応する前記機器型式別
経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち不具合を発生した割合を、
前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に規定した値である不具合発生率を、機器の品質管理
指標として算出し、前記品質管理指標記憶部に記録することを特徴とする。
【００２８】
　例えば、このような不具合発生率を全ての機器型式に対して算出することで、各機器型
式間における比較が可能となり、他の機器よりも不具合発生率が高い機器に対する不具合
原因の分析や改良の必要性を認識することができる。また、比較を行いたい特定の型式を
抽出して、これら抽出された型式に対して不具合発生率を算出することで、特定の型式間
における不具合発生率の比較も可能である。例えば、同一の症状（「点火しない」等）を
示す機器型式に着目し、この中で型式間比較を行う場合には、対象となる症状を示す型式
を抽出し、抽出されたそれぞれの型式に対して不具合発生率を算出し、これらを比較する
ことで、対象となる症状を示す型式間の比較を行うことができる。更に、機器型式間にお
いて共通の部位が認識できるような場合には、指定される部位を含む機器型式に着目し、
これらの型式に関して不具合発生率を算出、比較するものとしても良い。
【００２９】
　また、同一機器型式内においても、使用開始時期から経過した期間毎に不具合発生率の
変化が認識できるため、不具合原因の分析や機器改良の際に有用な情報を提供することが
できる。
【００３０】
　また、本発明の機器品質管理システムは，上記特徴に加えて品質管理用表示データ作成
部を更に備え、
　前記品質管理表示データ作成部が、
　　前記品質管理指標記憶部から前記部品使用率を読み出し、当該読み出された前記部品
使用率の値が所定の部品使用率警告値を上回ると、前記部品使用率が前記部品使用率警告
値を上回っている旨の情報、並びに該当する前記特定使用期間、機器型式、及び前記使用
部品に関する情報を含む通知信号を作成し、外部に出力することを別の特徴とする。
【００３１】
　このような構成とすることで、対象となる機器における特定の部品の交換頻度が高くな
っていることを自動的に認識することができ、原因究明並びに改良の必要性があることを
認識することができる。
【００３２】
　また、本発明の機器品質管理システムは，上記特徴に加えて品質管理用表示データ作成
部を更に備え、
　前記品質管理表示データ作成部が、
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　　前記品質管理指標記憶部から前記不具合発生率を読み出し、当該読み出された前記不
具合発生率の値が所定の不具合発生率警告値を上回ると、前記不具合発生率が前記不具合
発生率警告値を上回っている旨の情報、並びに該当する前記特定使用期間、及び機器型式
、に関する情報を含む通知信号を作成し、外部に出力することを別の特徴とする。
【００３３】
　このような構成とすることで、対象となる機器における特定の部品の交換頻度が高くな
っていることを自動的に認識することができ、原因究明並びに改良の必要性があることを
認識することができる。
【００３４】
　また、本発明の機器品質管理システムは、複数年にわたる過去の気温データを少なくと
も含む気象データを記録している気象データ記憶部を更に備え、
　前記品質管理指標算出部は、
　　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器
の台数を、前記修理時期における前記気温データ別に計数して、前記気温データとの感度
分析を行うことを特徴とする。
【００３５】
　このような構成とすることで、機器型式別の不具合台数と気温データの関係を認識する
ことができるため、特に機器の使用態様が気温の影響を受けやすいガス機器や電力機器と
いった機器分野においては、不具合の原因究明や機器の改良の際に有用な情報を提供する
ことができる。
【００３６】
　また、本発明の機器品質管理方法は、コンピュータのデータ処理によって行われる機器
品質管理方法であって、
　所有顧客によって現在所有されている又は過去に所有されていた所有機器に関するデー
タであって、少なくとも前記所有顧客の情報、前記所有機器の型式、同機器の使用開始時
期の情報を含み、同機器が過去に所有されていた場合には使用終了時期の情報を更に含む
顧客所有機器データを記録し、
　過去に行われた修理内容に関するデータであって、少なくとも修理を行った修理顧客の
情報、同修理を行った修理機器の型式の情報、同修理に使用された使用部品の情報、同修
理を行った修理時期の情報を含む修理業務報告データを記録し、
　前記顧客所有機器データに示される前記所有顧客の情報と前記所有機器の型式、及び前
記修理業務報告データに示される前記修理顧客の情報と前記修理機器の型式を関連付ける
ことで、機器型式、修理に使用された使用部品、及び前記使用開始時期から前記修理時期
までの期間を所定の単位期間の倍数で規定した特定使用期間に関する情報を含む部品使用
実績データを作成して、前記部品使用実績データ記憶部に記録し、
　前記顧客所有機器データ記憶部に登録されている全ての前記所有機器が実際に使用され
た台数を、使用を経験した期間であって前記単位期間の倍数で規定した経験期間毎、且つ
機器型式毎に計数することで、機器型式別経験期間別台数を算出し、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記使用部品別に計数し、これを、
対応する前記機器型式別経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち前
記使用部品が必要となる台数の割合を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に、且つ前記
使用部品別に規定した値である部品使用率を、機器の品質管理指標として算出し、記録す
ることを特徴とする。
【００３７】
　また、本発明の機器品質管理方法は、上記特徴に加えて、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に計数し、これを、対応する前記機器型式別
経験期間別台数で除算することで、全ての前記所有機器のうち不具合を発生した割合を、
前記特定使用期間毎且つ機器型式毎に規定した値である不具合発生率を、機器の品質管理
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指標として算出し、記録することを別の特徴とする。
【００３８】
　また、本発明の機器品質管理方法は、上記特徴に加えて、
　前記部品使用率を読み出し、当該読み出された前記部品使用率の値が所定の部品使用率
警告値を上回ると、前記部品使用率が前記部品使用率警告値を上回っている旨の情報、並
びに該当する前記特定使用期間、機器型式、及び前記使用部品に関する情報を含む通知信
号を作成し、外部に出力することを別の特徴とする。
【００３９】
　また、本発明の機器品質管理方法は、上記特徴に加えて、
　前記不具合発生率を読み出し、当該読み出された前記不具合発生率の値が所定の不具合
発生率警告値を上回ると、前記不具合発生率が前記不具合発生率警告値を上回っている旨
の情報、並びに該当する前記特定使用期間、及び機器型式、に関する情報を含む通知信号
を作成し、外部に出力することを別の特徴とする。
【００４０】
　また、本発明の機器品質管理方法は、上記特徴に加えて、
　複数年にわたる過去の気温データを少なくとも含む気象データを記録し、
　前記部品使用実績データに基づいて、前記使用部品が実際に使用された前記修理機器の
台数を、前記修理時期における前記気温データ別に計数して、前記気温データとの感度分
析を行うことを別の特徴とする。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の機器品質管理システム及び機器品質管理方法によれば、過去の修理実績に基づ
く、機器の品質管理に利用可能な機器型式毎の有用な情報を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明に係る機器品質管理システムを説明するためのネットワーク構成図
【図２】修理業務報告データの一例
【図３】サーバコンピュータの構成を示す概念的ブロック図
【図４】顧客所有機器データの一例
【図５】部品使用実績データの一例
【図６】ある機器型式における部品使用回数の変化の推移を示すグラフ
【図７】ある機器型式における部品使用率の変化の推移を示すグラフ
【図８】部品使用率の値に基づくアラート通知画面の一例
【図９】ある機器型式における不具合発生率の変化の推移を示すグラフ
【図１０】不具合発生率の値に基づくアラート通知画面の一例
【図１１】サーバコンピュータの構成を示す概念的ブロック図の別の構成例
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の機器品質管理方法、及び機器品質管理システムの実施形態につき説明する。
【００４４】
　本システムは、過去の修理実績データに基づいて機器の品質管理を行う点に特徴がある
。以下の実施形態では、本システムの適用例として、修理業者が顧客に対して機器の修理
訪問を行う場合を想定する。より具体的には、ガス会社のサービスショップの従業員が、
各顧客のガス機器の修理訪問を行う場合を例に挙げて説明する。無論、本システムはガス
機器の修理訪問を行う場合に特有のものではなく、どのような分野の機器にも適用可能な
ものである。
【００４５】
　図１は、本システムを説明するためのネットワーク構成図である。機器の訪問修理を行
う複数の修理業者（Ｍ０，Ｍ１，…，ＭＮ）が、それぞれの顧客エリア（Ａ０，Ａ１，…
，ＡＮ）の訪問修理を担当する。
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【００４６】
　まず、修理業者が顧客に修理訪問を行うまでのプロセスにつき説明する。
【００４７】
　顧客は、ガス機器の不具合を認識すると、ガス会社の受付、又は自己のエリアを担当す
る修理業者に対し、その旨の連絡を行う。ガス会社の受付、又は自己のエリアを担当する
修理業者の連絡先は、通常ガス機器やその周辺に付されており、顧客はこれによって認識
することができる。
【００４８】
　ガス会社の受付、又は自己のエリアを担当する修理業者は、顧客からの連絡を受け付け
ると、どの機器がどのような症状を起こしているか、またそれはいつ頃から発生している
か等の情報を聞き出す。
【００４９】
　顧客からの連絡がガス会社の受付に行われた場合、ガス会社は当該顧客の居住地域の担
当修理業者を検索し、顧客から得た不具合の情報をその業者に連絡を行う。また、顧客か
ら直接修理業者に連絡がされた場合は、当然に修理業者は不具合発生の情報を知ることが
できる。
【００５０】
　修理業者は、自己の担当エリアの顧客が機器の不具合を認識すると、その機器の症状か
ら交換に必要と予想される部品を携行し、当該顧客先に訪問する。場合によっては、作業
員が機器の症状を直接確認した後、必要な部品を取りに帰り、改めて修理訪問を行う場合
もある。
【００５１】
　作業員は、顧客先で部品交換等の訪問修理が完了すると、操作端末を用いて作業内容を
登録する。各修理業者は、それぞれ操作端末を有しており、この操作端末はデータセンタ
ーＤＣＲのサーバコンピュータと電気通信回線ＮＷを介して接続される。操作端末として
は通常のパーソナルコンピュータの他、携帯可能なハンディターミナルや携帯電話等でも
良い。
【００５２】
　作業員によって入力された作業内容に関する情報やその他の入力情報は、データセンタ
ーＤＣＲ内のサーバコンピュータに送られ、情報が蓄積される。また、逆にデータセンタ
ーＤＣＲに蓄積されている情報を、各修理業者の操作端末で読み取ることができる。
【００５３】
　作業員は、操作端末を操作して、訪問先の顧客情報，不具合があった機器の型式，症状
，行った措置，不具合のあった部位，使用した部品，修理費用等に関する情報（以下、「
修理業務報告データ」という）を入力する。これらの入力すべき情報は、あらかじめコー
ド化されており、作業員は該当するコードを選択して入力する。そして、入力された情報
は、電気通信回線ＮＷを介して送信され、データセンターＤＣＲ内に蓄積される。
【００５４】
　図２は修理業務報告データの一例である。図２では、上述した項目の他、受付Ｎｏ．、
受付日、受付要件に関する情報も含まれている。なお、これらの情報は、修理受付の段階
で採番されたデータをそのまま転用する構成としても良い。
【００５５】
　なお、各修理業者（Ｍ０，Ｍ１，…，ＭＮ）ともに、修理完了後、同様の情報を操作端
末を用いて登録する構成である。データセンターＤＣＲ側では、当然にどの修理業者から
登録された情報であるかを認識することができる。
【００５６】
　図３は、データセンターＤＣＲが備えるサーバコンピュータの構成を示す概念的ブロッ
ク図である。サーバコンピュータは、データ入出力部１１，部品使用実績データ作成部１
３，品質管理指標算出部１４，品質管理用表示データ作成部１５，修理業務報告データ記
憶部２１，顧客所有機器データ記憶部２２，部品使用実績データ記憶部２３，品質管理指
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標記憶部２４，及び全体を制御する制御部３１を備えている。また、表示装置３５，外部
記憶装置３６と接続されることで、データ内容の表示や外部への記録が可能である。
【００５７】
　データ入出力部１１は、データの送受信及びそれに付随して必要な処理を行うインター
フェースである。部品使用実績データ作成部１３，品質管理指標算出部１４，品質管理用
表示データ作成部１５は、それぞれ定められた演算処理を行うソフトウェア手段及びハー
ドウェア手段で構成され、必要に応じてデータを一時的に格納する記憶手段を備えている
。修理業務報告データ記憶部２１，顧客所有機器データ記憶部２２，及び部品使用実績デ
ータ記憶部２３は、各種情報を記録する記憶手段であり、制御部３１からの指示に基づい
て書き込み、読み出し等の処理が行われる。
【００５８】
　修理業者（Ｍ０，Ｍ１，…，ＭＮ）から電気通信回線ＮＷを通じて送信された修理業務
報告データは、データ入出力部１１で情報を取得した後、修理業務報告データ記憶部２１
に格納される。修理業務報告データ記憶部２１には、各修理業者の過去の修理業務報告デ
ータが蓄積されている。
【００５９】
　顧客所有機器データ記憶部２２には、各顧客が現在所有している、又は過去に所有して
いた所有機器のデータ（以下、「顧客所有機器データ」という）が登録されている。図４
は顧客所有機器データの一例であり、各テーブルには顧客エリア，顧客Ｎｏ．，保有機器
型式Ｎｏ．の他、各機器が使用された開始日、及び既に取り外されている場合には抹消日
が登録されている。
【００６０】
　例えば、図４の一行目のデータテーブルによれば、顧客Ｎｏ．「Ａ１１２５５３」の顧
客は、機器型式Ｎｏ．「１００１０５９５」に該当する機器を１９９０年２月１０日から
使用しており、２００５年１月１５日に同機器を抹消していることが登録されている。ま
た、同図の二行目のデータテーブルによれば、同顧客は、２００５年１月１５日から現在
まで機器型式Ｎｏ．「１２４００２１０」に該当する機器を使用していることが登録され
ている。抹消日の項目に「Ｅ」と示されているが、これは現時点で抹消されていないこと
を表わす。
【００６１】
　部品使用実績データ作成部１３は、修理業務報告データ記憶部２１から修理業務報告デ
ータを、顧客所有機器データ記憶部２２から顧客所有機器データをそれぞれ読み出し、ど
の機器に対してどの部品交換を行ったかという情報と、その機器の経年情報との関連付け
を行う。この関連付けを行って作成されたデータ（以下、「部品使用実績データ」という
）を、部品使用実績データ記憶部２３に記録する。
【００６２】
　図５は、部品使用実績データの一例であり、各テーブルには、修理業務報告データの各
項目に加え、その機器の使用を開始してから修理を行った日までに経過した日数及び年数
が登録されている。
【００６３】
　図５の一行目のデータテーブルにおける部品使用実績データを例に挙げて説明する。図
２（修理業務報告データ）の一行目に示される顧客Ｎｏ．「Ａ１１２５５３」の顧客は、
２００８年１２月１５日に、機器Ｎｏ．「１２４００２１０」に相当する機器に対し、部
品「ＹＡ０２１３０２」を用いて措置コード「００１」に相当する処理が行われている。
【００６４】
　ここで、図４（顧客所有機器データ）の二行目のデータテーブルを参照すると、同顧客
は同機器を２００５年１月１５日から使用開始している。この使用開始日を基準としたと
き、前記部品交換を行った日（２００８年１２月１５日）までの日数は１４３０日であり
、これを年数換算すると３年（小数点以下切り捨て）である。図５の一行目のデータテー
ブルには、経過日数の項目に「１４３０」が、経過年数の項目に「０３」が付されている
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のは、まさにこのことを示している。
【００６５】
　この期間（１４３０日間）は、使用開始時から当該部品を交換するまでに経過した期間
である。そして、図５では、本実施形態では単位期間を「１年」とし、使用開始時から当
該部品を交換するまでに経過した期間を「経過年数」として１年の倍数で規定している。
この経過年数が、単位期間の倍数で規定される「特定使用期間」に相当する。
【００６６】
　部品使用実績データ作成部１３は、修理業務報告データ記憶部２１に日々新たに登録さ
れる修理業務報告データを読み出し、これに顧客所有機器データ記憶部２２内の顧客所有
機器データと関連付けて、図５に示すような部品使用実績データを作成する。同作成部１
３は、例えば毎日定められた時刻に、前日に修理業務報告データ記憶部２１に登録された
修理業務報告データに基づいて、新たな部品使用実績データを作成するものとすることが
できる。
【００６７】
　このように、部品使用実績データ記憶部２３には、直近までの部品使用実績データが格
納されている。従って、全ての部品使用実績データに対し、特定使用期間毎且つ機器型式
毎に、どの部品を使用したかという情報を認識することができる。
【００６８】
　品質管理指標算出部１４は、各機器の型式毎の使用期間と不具合の関係を示す指標とな
る品質管理指標を以下の手順により算出し、これを品質管理指標記憶部２４に記録する。
【００６９】
　図６は、ある機器（型式Ｎｏ．１２４００２１０）において、各部品を交換することで
新たに使用した使用回数の変化を、特定使用期間（年）を横軸にして時系列に表示したも
のである。このグラフは、一例として型式Ｎｏ．１２４００２１０（以下、「型式１２４
００２１０」という）の機器に着目し、この型式１２４００２１０の機器を構成する部品
の交換を行った全ての過去の実績に基づいて、グラフ化されたものである。
【００７０】
　以下、この図６に示すグラフ化の方法を説明しながら、品質管理指標の算出方法を説明
する。
【００７１】
　品質管理指標算出部１４は、部品使用実績データ記憶部２３から、対象機器として型式
Ｎｏ．「１２４００２１０」が付された全ての部品使用実績データを読み出す。そして、
この読み出された型式１２４００２１０の機器の部品使用実績データを、前記特定使用期
間毎且つ使用部品毎に計数する。これにより、型式１２４００２１０の機器の過去の部品
交換回数を、特定使用期間毎且つ使用部品毎に算出する。
【００７２】
　図６は、このようにして算出された特定使用期間毎且つ使用部品毎の部品使用回数を、
横軸に特定使用期間（年）を取り、各使用部品毎の値を縦軸に積み上げて表示したもので
ある。なお、図６では縦軸の値を定数ｄの比率で表示することで、相対的なグラフ表示と
している。また、「ＦＥ０６６５３６」，「ＦＣ０２２３５５」等の記載は、機器１２４
００２１０の構成部品の符号である。
【００７３】
　更に、図６では、グラフ右側の縦軸（第２軸）を機器の買い換え率として併せてグラフ
表記している。この買い換え率とは、この機器１２４００２１０がこれまでに実際に顧客
に利用された機器数のうち、実際に買い換えがされた割合を特定使用期間毎に算出した値
である。
【００７４】
　買い換え率を算出する方法は、下記の手順による。
【００７５】
　品質管理指標算出部１４は、顧客所有機器データ記憶部２２から保有機器型式Ｎｏ．と
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して「１２４００２１０」が付された全ての顧客所有機器データを読み出し、これまでに
利用された、並びに現在においても利用されている型式１２４００２１０の機器台数を、
これまでに使用を経験した期間毎に把握する。
【００７６】
　ここで、「使用を経験した期間」について説明する。例えば使用開始時期から３．５年
が経過した機器であれば、当然に、その機器は３．５年以内の期間の使用を全て経験して
いる。
【００７７】
　この「使用を経験した期間」を単位期間の倍数で規定したのが「経験期間」であり、こ
の経験期間毎に当該機器の台数を計数する。
【００７８】
　本実施形態では単位期間を「１年」と設定しているため、３．５年を単位期間である「
１年」で除算して小数点以下を切り捨てた整数値によって経験期間を規定するとすれば、
経験期間０年、１年、２年、３年の各年に応じて１台ずつカウントされることとなる。な
お、この例では、言うまでもなく、経験期間１年とは、実際に０～１年にわたって機器が
使用されたことを指しており、以下同様に、経験期間２年が１～２年にわたる使用、経験
期間３年が２～３年にわたる使用、経験期間４年が３～４年にわたる使用をそれぞれ指し
ている。
【００７９】
　このように、顧客所有機器データ記憶部２２に登録されている全ての型式１２４００２
１０の機器について、各所有機器の経験期間毎に台数をカウントし、算出する。以下、こ
のようにして算出された台数を、「機器型式別経験期間別台数」という。
【００８０】
　更に、品質管理指標算出部１４は、先ほど読み出した、保有機器型式Ｎｏ．として「１
２４００２１０」が付された全ての顧客所有機器データから、既に抹消日が登録されてい
るもの（即ち型式１２４００２１０の機器が抹消されているもの）を計数し、使用開始日
から抹消日までの期間毎（年毎）にその数を把握する。
【００８１】
　そして、この時期別に算出された抹消台数を、既に算出した機器１２４００２１０の機
器型式別経験期間別台数で除算する。これにより、ｙ年間使用された機器１２４００２１
０のうち、買い換えが行われた割合（すなわち買換率）が各ｙ年毎に算出される。これを
グラフ化したものを、図６に併せて示している。なお、買換率については定数ｂの比率で
表示することで、相対的なグラフ表示としている。
【００８２】
　品質管理指標算出部１４は、図６のようなグラフを作成するために必要なデータを算出
して品質管理指標記憶部２４に記録する。そして、必要に応じて、品質管理用表示データ
作成部１５が前記記憶部２４からデータを読み出してグラフ化を行い、表示装置３５によ
って当該グラフを表示させる。更に必要に応じて電気通信回線ＮＷを介して外部の端末に
表示させる。
【００８３】
　図６では、特定使用期間と部品使用回数の関係、並びに経験期間と買換率との関係を品
質管理指標とする場合を例に挙げて説明した。図６のようなグラフ、或いはこのグラフを
作成するに必要な数値データを必要に応じて表示させることで、機器の品質管理に利用す
ることができる。
【００８４】
　更に、品質管理指標算出部１４は、部品交換を行った回数を、既に算出した型式１２４
００２１０の機器型式別経験期間別台数で除算する。これによって、経験期間毎且つ使用
部品毎に、部品を交換した割合（以下、部品使用率という）が算出される。この部品使用
率を、各機器型式毎に、且つ部品毎に算出し、品質管理指標記憶部２４に記録する。品質
管理用表示データ作成部１５は、品質管理指標記憶部２４から必要に応じて部品使用率の
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データを読み出し、グラフ化する。図７は、一例として機器１２４００２１０における部
品ＹＢ０２２１１３の部品使用率の変化の推移を示すグラフである。
【００８５】
　ここで、品質管理用表示データ作成部１５が、アラート機能を有している場合には、部
品使用率が予め定められた値（以下、「部品使用率警告値」という）を超えると、その旨
の表示内容を生成するものとして良い。このとき、当該内容を表示装置３５によって表示
したり、電気通信回線ＮＷを介して別の端末に送信する構成とすることができる。図８は
このようなアラート時の表示内容の一例である。
【００８６】
　図８の表示内容は、図７における領域Ａの内容を示しており、経験期間６年の型式１２
４００２１０の部品ＹＢ０２２１１３の部品使用率が、予め設定された部品使用率警告値
ｒ１を超えたことを表わすアラートである。
【００８７】
　本システムの利用者は、このアラートを通知されることで、型式１２４００２１０の部
品ＹＢ０２２１１３の部品使用率が部品使用率警告値を超えていることを認識することが
できる。これにより、必要に応じて部品の見直しや機器設計そのものの見直し等、必要な
措置をタイミング良く採ることができる。
【００８８】
　また、部品使用率そのものの値ではなく、部品使用率の変化に着目し、この変化率が所
定の値を上回った時点でアラートを通知するものとしても良い。例えば、図７に示すよう
に、部品使用率の変化率が予め定めた変化率ｒｄ１を超えていれば（領域Ｂ）、その旨の
通知をする。これにより、不具合の頻度が急激に変化するタイミングを認識することがで
き、不具合の究明や機器改良に役立てることができる。
【００８９】
　また、型式１２４００２１０の部品使用実績データを、単に特定使用期間毎に計数する
。これにより、型式１２４００２１０の過去の不具合回数を、特定使用期間毎に算出する
ことができる。
【００９０】
　この不具合回数を、既に算出した型式１２４００２１０の機器型式別経験期間別台数で
除算することで、経験期間毎の不具合発生率を算出することができる。この不具合発生率
を、各機器型式毎に算出し、品質管理指標記憶部２４に記録する。品質管理用表示データ
作成部１５は、品質管理指標記憶部２４から必要に応じて不具合発生率のデータを読み出
し、グラフ化する。図９は、一例として型式１２４００２１０の不具合発生率の変化の推
移を示すグラフである。なお、図９では、不具合発生率の値を所定値ａの倍数で規定する
ことで相対的に表示している。
【００９１】
　また、上記と同様、品質管理用表示データ作成部１５が、アラート機能を有している場
合には、不具合発生率が予め定められた値（以下、「不具合発生率警告値」という）を超
えると、その旨の表示内容を生成し、表示装置３５によって表示するものとして良い。図
１０はこのようなアラート時の表示内容の一例であり、不具合発生率警告値としてｒ２（
％）が設定されている場合を示している。
【００９２】
　なお、実際には使用開始時期から経過した期間に応じて不具合を生じる確率も変化し、
更には部品に応じてもその確率は異なる。このため、不具合発生率警告値が、各部品毎に
定められるものとしても良く、更には同一の部品においても経過した期間毎に定められる
ものとしても良い。
【００９３】
　また、同様の方法により、同一機器における部位別の不具合発生率や不具合件数を算出
し、同様に所定の閾値を上回った時点でアラートを通知する構成としても良い。
【００９４】
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　以上、本実施形態の構成によれば、現に利用されている機器のデータのみならず、既に
抹消された機器のデータも踏まえた上で、経験期間毎（すなわち使用開始時から経過した
期間毎）に部品使用回数、部品使用率、不具合発生率等を算出することができる。
【００９５】
　本システムを採用することにより、機器型式別に、経過した期間毎の部品使用回数、部
品使用率、不具合発生率等に関する情報を認識することができ、機器の管理に利用するこ
とができる。特に、ガス機器や電力機器のように日々恒常的に利用される機器においては
、経年に応じて不具合を生じる部品に何らかの特徴を示す場合も想定されるため、機器の
実際の使用期間を考慮した部品使用傾向、不具合発生傾向を認識できる本システムは、機
器の品質管理において有用である。
【００９６】
　また、部品使用率や不具合発生率については、定められた閾値を超えると警告がされ、
機器の不具合の頻度が高まっていることを認識することができる。これにより、機器の改
良や場合によってはリコールの必要性が生じていることを検知することができ、風評被害
や事故の未然防止に寄与することができる。買換率についても、機器型式別に表示し、所
定の閾値が上回った時点でアラートを通知するものとしても良い。
【００９７】
　なお、上記実施形態では、特定の型式１２４００２１０、或いは特定の部品ＹＢ０２２
１１３に着目して説明したが、他の機器型式、部品に対しても同様の処理を行うものとし
て良い。
【００９８】
　以下、別実施形態につき説明する。
【００９９】
　〈１〉　図１１に示すように、顧客所有機器データ記憶部２２に登録されている使用開
始日の内、最も古い日に可能な限り近い日から現在までの気象データが記録されている気
象データ記憶部２６を更に備える構成とすることで、気温の影響も考慮してアラートを通
知する構成としても良い。気象データ記憶部２６は、適宜更新される。
【０１００】
　例えば、品質管理指標算出部１４は、部品使用実績データ記憶部２３に記録されている
部品使用実績データと気象データ記憶部２６に記録されている気象データより、ある機器
における気温と部品使用回数の感度分析を行う。そして、この感度分析結果を、記憶部２
４に記録しておき、表示データ作成部１５によってグラフ化して表示したり、また、気温
感度が所定の閾値を上回った時点でアラートを通知するような構成としても良い。
【０１０１】
　ガス機器や電力機器の中には、ガス会社や電力会社が修理を担当する可能性が比較的高
いと考えられる、空調機器や加熱機器のような外気温によって運転状況が影響される機器
が存在し、これらの機器の場合には、四季に応じて使用態様が大きく変化する。このため
、この使用態様の変化に起因して機器の不具合を誘発するということも考えられる。気温
の変化に伴って機器の使用態様も変化することは想定されるが、不具合の発生数と気温と
の関係が極めて大きい場合、機器の品質を管理する点においては見逃すことができない情
報である。
【０１０２】
　この情報を認識することで、場合によってはリコールや機器改良の必要性を調査し、品
質の維持向上に寄与することができる。
【０１０３】
　更に、気温だけではなく、天候や風速等、必要に応じて気象データと不具合発生の関係
を調査し、品質管理指標記憶部２４に記録したり、その結果を表示装置３５や外部記憶装
置３６，外部の端末に出力する構成とすることができる。
【０１０４】
　また、このような各気象データは、各顧客エリアＡ０，Ａ１，…毎に気象データ記憶部
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２６に記録されており、顧客エリア毎に気温感度分析等の気象データと機器の不具合発生
態様との分析を行う構成としても良い。
【０１０５】
　〈２〉　品質管理指標算出部１４が部品使用実績データを平日・休日別（又は曜日別）
分解し、平日・休日別（又は曜日別）に、機器型式毎・特定使用期間毎の部品使用回数、
部品使用率、不具合発生率等に関する情報を作成し、品質管理指標記憶部２４に記録する
構成としても良い。これらのデータも、必要に応じて表示データ作成部１５がグラフ化を
行ったり、所定の閾値を上回った時点でアラートを通知する構成とすることができる。
【０１０６】
　〈３〉　各修理業者側で各所有機器の使用開始時期に関する情報を把握可能である場合
には、予め修理業者側で「経過日数」及び「経過年数」（これは即ち特定使用期間である
）に関する情報を付した形で修理業務報告データとして送信する構成としても良い。この
場合、機器型式別経験期間別台数が把握できていれば、修理業務報告データに付された情
報のみから部品使用率や不具合発生率を算出することができるため、必ずしも部品使用実
績データ作成部１３及び部品使用実績データ記憶部２３は必要ではない。
【符号の説明】
【０１０７】
　　１１：　データ入出力部
　　１３：　部品使用実績データ作成部
　　１４：　品質管理指標算出部
　　１５：　品質管理用表示データ作成部
　　２１：　修理業務報告データ記憶部
　　２２：　顧客所有機器データ記憶部
　　２３：　部品使用実績データ記憶部
　　２４：　品質管理指標記憶部
　　２６：　気象データ記憶部
　　３１：　制御部
　　３５：　表示装置
　　３６：　外部記憶装置
　　Ａ０，Ａ１，…，ＡＮ：　　顧客エリア
　　ＤＣＲ：　　データセンター
　　Ｍ０，Ｍ１，…，ＭＮ：　　修理業者
 



(17) JP 2010-231376 A 2010.10.14

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(18) JP 2010-231376 A 2010.10.14

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】



(19) JP 2010-231376 A 2010.10.14

【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

