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設計解の質向上のためには，高い設計品質を有する解を導出できるように，適切な設計の進め方に設計者を導くことが有効で

ある．この実現には，設計解に表れる特徴群と，それら特徴を有する設計解を生む設計過程の関係を特定する必要がある．本研

究は，製品サービスシステムの設計解に表れる特徴を整理するとともに，IDEF0 に基づく設計過程の可視化手法を提案し，設計

解と設計過程の関係を分析することを可能とする． 

 

1 序論 

近年，製造業においては，単に製品を販売する売切り型ビジ

ネスから，製品とサービスを統合し効果的かつ継続的な価値提

供を実現する製品サービスシステム（PSS: Product-Service 

Systems）[1]と呼ばれるサービス指向型ビジネスへの転換が注目

されている．PSS の設計の範囲は従来の製品設計に比べ著しく

広範であり，設計者にかかる負担も大きいため，PSS の設計支

援に対する期待が高まっている．求められる設計支援の一つと

して，良質な設計解を導出可能な設計の進め方（以降，設計過

程）へと設計者を誘導することがある．ここで言う良質な設計

解とは，設計者の望む特徴を有する設計解のことを指す．この

ような設計支援の実現には，PSS 設計解を説明する特徴群を整

理するとともに，各特徴を実現するに至る設計過程の傾向を分

析する必要がある． 

本研究では，上記の分析を可能とするために，設計実験の手

法を適用する．設計実験とは，被験者に対して模擬設計を実施

させ，そこから得られた設計解と発話データを基に設計過程を

分析する手法であり，設計研究において一定の評価を得ている．

本手法により得られる発話データは，設計過程に関する豊富な

情報を含む一方で，それらを構造的に整理しなければ，詳細な

分析を行うことは困難である．そこで本研究では，上記の分析

を可能にするために，発話データをもとに PSSの設計過程を構

造的に可視化する手法を提案する． 

2 設計実験を用いた設計過程分析の切り口 

設計実験を基に設計過程を分析する研究は，既に複数行われ

ている．既存研究における設計過程の分析の切り口は，以下に

示す 3つに大別することができる． 

 設計者の視点の推移 

設計者が設計中のどの時点でどの要素に注目しているかとい

った視点の推移を分析するものが，これに該当する．既存研究

では，設計において決定されるべき要素（設計要素）の種類を

発話データにタグ付けし，横軸を時間，縦軸を設計要素として，

チャート形式で設計過程を可視化し分析している[2]． 

 知識の利用方法 

設計者がどのような知識を利用しているかを分析するものが，

これに該当する．既存研究では，設計に用いられる知識（設計

知識）を「ある設計概念から別の設計概念を導出する関係」と

定義し，発話データに関連する設計概念の種類をタグ付けする

ことで，利用された設計知識を整理している[3]． 

 設計者間のインタラクション 

設計チームにおける各設計者の振る舞いを分析するものが，

これに該当する．既存研究では，発話データを，Balesらの提案

する設計者間におけるインタラクション活動の分類[4]によっ

てタグ付けし，横軸を時間，縦軸をインタラクション活動の分

類として，設計過程を可視化し分析している[5]． 

3 本研究のアプローチ 

3.1 本研究の目的 

従来の設計過程分析は，上記 3つのいずれかの切り口を選択

的に適用することにより，それぞれ異なる設計過程の特徴を抽

出することに成功している．しかし，本研究の分析対象である

PSS 設計解の特徴を生み出すと考えられる設計過程の傾向は，

上記 3 つの切り口のいずれにより分析可能となるかは定かで

ない．そこで本研究では，上記 3つの切り口を包括的に適用し，

PSS設計過程を分析可能とする構造化手法を提案する． 

3.2 PSS設計過程の包括的構造化手法 

本研究では，上記 3つの切り口のもと包括的に設計過程を分

析可能とするために，設計操作の概念[6]を導入する．本研究で

は，設計操作を「設計者が知識を用いて設計対象モデルを変化

させる行為」と定義し，この連鎖として設計過程を構造化する．

ここで言う設計対象モデルとは，例えば，PSS の基本構造を表

すビューモデルや，提供プロセスを表すサービスブループリン

トが挙げられる[1]． 

上記の構造化を行うためには，設計操作の連鎖と，各操作に

影響を与える設計知識などの要素を併せて記述可能な表現方法

を用いる必要がある．これに対して本研究では，ビジネスプロ

セスモデリング手法の一つである IDEF0[7]を基にした構造化

手法を提案する．IDEF0では，プロセスを構成する作業を表す

「アクティビティ」を中心に，作業の「インプット」を左から

の入力，作業の「アウトプット」を右への出力として記述する．

さらに，作業を制御する「コントロール」，作業を実行するため

のリソースである「メカニズム」を上下の入力として付加する．

そして，アクティビティの連鎖として全体プロセスを構造化す

る．提案手法では，一つの設計操作を IDEF0におけるアクティ

ビティとして捉えるとともに，Tab.1に示す情報を各要素に対応

付ける．更に複数の設計操作の入出力情報を確認し，対応する

情報を結合することにより，設計過程全体を設計操作の連鎖と

して構造化する（Fig.1）． 

Tab.1 提案手法におけるモデルに記述する情報 

記述情報
（IDEF0の要素）

記述情報の説明

設計操作タイプ
（アクティビティ）

 設計操作のタイプ
Ex.「アクタの追加」

参照情報
（インプット）

 設計操作を行う際に参照された設計対象の情報
Ex.「ネットを使って英会話をさせる」

追加情報
（アウトプット）

 設計操作により追加された設計対象の情報
Ex.「英語圏の学生を講師にする」

制約情報
（コントロール）

 設計操作を行う際に追加情報の決定において
制約となったと考えられる既決定事項

Ex.「顧客はお金をかけたくない」

明示的設計知識
（メカニズム）

 参照情報から追加情報を導出するメカニズム
Ex.「英語圏の学生を講師にすれば，

プロを雇う場合に比べて経費を削減できる」

設計者名
（メカニズム）

 設計操作を行った行為者の名前
Ex.「設計者A」,「設計者B」

 

設計操作番号

設計操作タイプ

1 設計者名明示的設計知識

参照情報（情報ラベル） 追加情報（情報ラベル）

制約情報（情報ラベル）

 

Fig.1 設計操作の表現 

 

以下では，本手法の構造化内容と前述の 3つの切り口による

設計過程の分析の対応関係について述べる． 

 設計者の視点の推移 

本手法では，各設計操作の入出力となった設計対象の情報を

参照，追加，制約情報として記述するだけでなく，各情報にラ

ベルを付記する（Fig.1）．このラベルとは，PSSの設計対象モデ

ルに記述される要素の種類を整理したものである．本研究では，

計 18 種の情報ラベルを整理した．例えば，ビューモデル[1]に
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記述される要素には，顧客要求，機能，実体等があり，これら

が情報ラベルの一部として用いられる．設計過程において，ど

の情報ラベルがどのように現れるかを定性的・定量的に観察す

ることで，個別の設計課題に依らない設計者の視点の推移に関

する特徴を分析することを可能とする． 

 知識の利用方法 

本研究では，「設計操作において入力情報から出力情報を導出

するメカニズム」を設計知識と考える．提案手法では設計操作

の参照，追加，制約情報の入出力関係のパターンにより設計知

識の分析や分類を行うことを可能とする．加えて，発話内容に

明示化された知識を明示的設計知識として記述可能とする．こ

れにより，明示化された知識に関しては，より詳細な分析が可

能となる． 

 設計者間のインタラクション 

設計操作を行った設計者名をメカニズムとして記述する．こ

れにより，各設計者が設計中に担う役割を分析可能となる． 

3.3 提案手法を用いた PSS設計過程の分析 

本手法を用いて PSS設計過程を分析するにあたって，まず複

数の設計実験により得られた設計解の特徴を評価する．そして

評価に差が生じた原因を，設計過程の構造をもとに推定するこ

とで，PSS設計解の特徴を生み出す設計過程の傾向を分析する．

ここで，評価に用いる特徴群としては，例えば Verhaegen らが

類別した設計解の評価観点[8]が考えられる．当該研究では，新

規性や有効性など一般的な設計解の特徴を表す語彙ならびにそ

の評価法を体系化している． 

4 発話データに対する本手法の適用 

4.1 設定 

本研究では，実際に設計実験を実施し PSSの設計過程を分析

した．本実験では，工学系の学生 2人 1組を被験者とし，「日常

的な英会話能力を修得したいという顧客要求を満たすPSSを設

計せよ」という課題のもと実験を実施した．上記課題に加え，

対象顧客の情報を事前に被験者に与えた．更に，PSS の提供・

受給を担う企業や個人間の関係と，PSS の提供プロセスの記述

をアウトプットとして設定した．本適用では，以上の設定のも

と，被験者の異なる 3回の設計実験（実験A，B，C）を実施し，

設計解と発話データを収集した． 

4.2 設計解の評価 

PSS 設計における要点の一つは，製品とサービスを統合的に

提供することで顧客の抱える問題を解決することである．そこ

で本適用では，3.3に述べた評価観点[8]の一つである「有効性」

を評価対象とした．「有効性」とは設計解により問題を解決でき

る度合いを表す観点であり，本研究ではこれを「当該 PSS設計

解が顧客要求を充足させると考えられる度合い」と読み替えた．

そして，設計者に与えた顧客要求を基に 5つの評価項目を定め，

それぞれの項目に関して実験A-Cの設計解を一対比較すること

により評価を行った． 

複数人の PSS研究者が評価した結果，例えば「日常的な英会

話能力が修得可能か」という評価項目に関しては，実験Bの設

計解が他の設計解に比べて優れていると評価された． 

4.3 構造化に基づく設計過程の分析 

Fig.2に実験Bの設計過程を構造化した結果の一部を示す．実

験A-Cの設計過程の構造を見比べることで，例えば「実験Bで

は，他に比べて機能を追加する設計操作数が多い（設計者の視 

点が機能に向けられることが多い）」，「実験Bの設計過程だけ

が，日常的な英会話能力を修得したいという顧客要求を制約と

して機能の案を評価し取り止めるための知識を用いている

（Fig.2の赤色部）」，「上記の取り止めは当該案を出していない

設計者により行われた（Fig.2の緑枠部）」などの傾向を読み取

ることができた．これに基づき，「有効性の高い設計解を導出す

るためには，機能の案出しに時間を掛け，顧客要求を基に機能

候補の絞り込みを行うことが有効である．その際，提案者とは

別の人物が評価する等，客観的な方法で絞り込みを行うべきで

ある．」といった設計方略の仮説を立てることができた．本適用

では，3つの設計過程の比較から，上記を含め計 4つの仮説が

形成された． 

5 考察 

本手法を用いることで，設計解の「有効性」を生み出す設計

過程の傾向を 3つの切り口から包括的に分析可能であった．こ

れにより， 3つの切り口から個別に分析を行ったのでは得られ

ない仮説を立案することができた．以上により，設計過程の構

造化に関して，本手法の有用性を確認することができた．今後

は，良質な設計解を導出可能な設計過程へ設計者を誘導する手

法としての本手法の有用性を確認するため，更なる検証を行う． 

6 結論 

本研究では， PSS設計解の特徴を生み出す設計過程の分析を

可能とする PSS設計過程の包括的な構造化手法を提案した．そ

して，実際に設計実験から得られた発話データに，本手法を適

用することで，その有用性を示した． 
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Fig.2 実験Bの設計過程の構造化結果（一部） 
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