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要旨 

製品サービスシステム（PSS）の設計では，複数の利害関係者の要求間に潜在する矛盾や制約などの複雑な相関を考慮し，その構造に

反映する必要がある．しかし，質的に抽出される要求の曖昧さや多様な利害関係者の関与に起因する複雑性が，それらの関係の分析，把

握を困難にしている．本稿では，PSS の要求－機能－実現構造の相関分析により，多様な要求間の潜在的な依存関係の把握を容易化し，

可視化する手法を提案する． 

 

1. 序論 

近年，先進国における製造業は，新興国の急速な技術力向上や

製品のコモディティ化などにより国際競争力を失いつつある．そ

の背景のもと，製造業が競争力を高め，且つそのビジネスアクテ

ィビティに伴う環境負荷の低減を実現する手段として，製品とサ

ービスを高度に統合し提供する製品サービスシステム（PSS: 

Product-Service Systems）が注目を集めている[1]．PSSとは，製

品やサービス，及びその統合物の供給／受給に関わる複数の利害

関係者が十分な価値を享受することを可能とするビジネスモデル

の総称である[2]．このようなPSSの設計においては，関わる複数の

利害関係者の要求を横断的に充足することが求められるが，その

ためには多様な要求間に潜在する矛盾や制約などの複雑な相関を

考慮し，それらを反映する必要がある． 

しかし，現実のPSSの開発において，往々にして質的にのみ抽

出される要求の曖昧さや多様な利害関係者の関与がもたらす複雑

性が，上記で言う多様な要求の関係性を分析，把握することを困

難にしている．そして，これら要求間の関係を不明瞭なままPSS

を設計した結果，各利害関係者が受け取る価値に不均衡が生じ，

結果的に各主体が十分な価値を享受できず，ビジネスが失敗に終

わる事例が頻発している．本研究は，複数の利害関係者の多様な

要求を横断的に充足する良価値バランスなPSSの設計を可能とす

ることを目的として，抽出された各要求間の潜在的な依存関係の

把握を可能とする手法を提案する． 

2. 先行研究と本研究のアプローチ 

2.1. システム構成要素間の依存関係分析手法 

複雑なシステムの要素間の関係性を表わす手法の一つに Multi 

Domain Matrix（MDM）がある．MDMは，同一領域要素間の依

存関係を表現する Design Structure Matrix（DSM）と，異なる

領域要素間の依存関係を表現する Domain Mapping Matrix

（DMM）の統合により，システムに対して異なった領域の情報間

の依存関係を構造化し，システムを分析することを可能とする[3]． 

また，ある領域の依存関係を推論する手法として Domain 

Mapping Logic（DML）がある．DMLは，ある領域の DSMを，

他の領域の依存関係を表現した DSM，その 2 つの領域間の対応

関係を表現した DMMを用いた計算により導出する[4]． 

2.2. PSSの構造分析に関する先行研究 

叶らは，水質浄化装置をコア製品とする PSS事例に関与する各

利害関係者の Life Cycle Cost（LCC）を俯瞰した改善設計の支援

を目的として，PSSの要求－物理機能－実現構造の 3者間の対応

関係を MDM の構築により明らかにする手法を提案した[5]．そし

て実現構造と LCCを関連付け，要求実現に必要な実体を特定し，

改善候補案が LCCに与える影響の分析を可能とした． 

同手法は，まず PSSの要求，物理機能，実現構造の情報を抽出

し，それらの対応付けを行う．次に，その対応関係を DSM，DMM

により表現し，MDM として統合することにより要求実現のため

に必要な実体を特定することを可能としている． 

2.3. 先行研究における課題 

 先行研究での PSS の要求－機能－実現構造の相関分析結果を

用いて，多様な要求間の潜在的な依存関係を把握可能とするため

には，以下の 2つの問題点を解決する必要がある． 

 第一に，DSMの構築においては，分析領域を，同一粒度の構成

要素に分解し，それらの各要素間の対応関係を分析することが必

要である．しかし先行研究では，MDM で抽出した各要素の粒度

が統一されておらず，正確な対応関係が記述できていない．例え

ば，「装置をメンテナンスする」と「動作を確認する」，「メンテナ

ンススタッフを派遣する」という本来は上位下位に位置する機能

が同じ粒度として記述されている． 

 第二に，先行研究では，MDM における依存関係の記述を要素

間の入出力関係により設定するが，その関係を分析者の主観的判

断により設定していたため，分析者の違いにより構成する MDM

と現実の PSSとの整合性が著しく変動する場合がある． 

2.4. 本研究でのアプローチ 

本研究では，PSS設計を支援するために，要求の依存関係を分

析する手法の提案を目的とし，上記の問題点を解決する MDMを

構築したうえで，抽出された各要求間に潜在する依存関係を明ら

かにする．本手法では，まず実際に本 PSS設計者へのヒアリング

により得られた情報を基にMDMを再構築する．その際に，シス

テム機能間の関係をモデル化可能とする手法である IDEF0[6]の記

法に則り，機能の入出力関係を段階的に表現することで，MDMへ

記載する各要素の粒度の設定を支援する．また要求－機能－実体

の依存関係を，上記のヒアリング結果を基に構築することで，現

実の PSSを忠実に反映した MDMの構築を可能にする．この時，

要求間の依存関係は，その潜在性からヒアリングだけでは十分に

把握ができない場合があるため，DML を用いた推論により不足

する情報を補間する．そして，Interpretive Structural Modeling 

（ISM）法[7]を用いて要求間の関係を可視化することにより，PSS

設計の際に考慮すべき要求間の関係を分析可能とする． 

3. 提案内容 

3.1. 要求依存関係の分析手順 

 提案手法では，PSSの要求－機能－実現構造の相関分析により，

各要求間の潜在的な依存関係の把握を容易化し，それらの関係を

以下の手順により可視化する． 

Step1: 各利害関係者の要求と PSSの機能，実体情報の明確化 

まず，PSS 設計者に対するヒアリングにより PSS の要求，機

能，実体の情報を抽出し，それらの関係を IDEF0により明確化す

る．本手法は，図 1 に示すように，ボックス内に機能，矢印にそ

れらの機能の相互作用である入力，制約条件，出力，資源を記述

する．また，IDEF0は，複雑なシステムを段階的に表現するダイ

アグラム構造により，構成要素へと分解する．この構造を用いて，

抽出した要求，実体との関係性を相対的に分析し，適切な機能の

粒度の入出力関係を設定する．ここでは，設計者との議論を通し

て，MDM上に設定するべき適切な粒度の機能を選定する．  

 
図 1 機能「部品製造」の IFEF0 記述例（[6]を基に作成） 

Step2: 要求間の依存関係の導出 

Step1 で得られた結果を基に，機能，実体の各領域要素の依存

関係を DSM で，要求，機能，実体の要素間の対応関係を DMM

により表現する．これらの要素の依存関係は，Step1 の結果を用

いて，以下の観点に基づき設定する． 

 

 機能間：IDEF0に示される入出力関係 

 実体間：エネルギーの受渡しや物理的な接続関係 

 要求－機能間：IDEF0に示される制約条件 

 機能－実体間：IDEF0に示される資源 

 

 さらに DML を適用することにより，機能 DSM，要求－機能

DMMから，要求 DSMを推論し，MDMを構築する． 

Step3: 要求間の依存関係の可視化 
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最後に，Step2で設定した要求間の依存関係を，ISM法を用い

て可視化する．本手法は，対象領域の全体構造の把握を目的とし

た構造解析手法であり，複雑なシステム構造を階層表現により可

視化できる．本研究では，要求間の依存関係を階層表現するにあ

たり，ネットワーク分析ソフトウェア Cytoscape[8]を利用した． 

4. 事例適用 

4.1. 事例概要 

 水質浄化装置を中核製品とする PSS事例に対して，提案手法を

適用し，その有用性を検証した．本 PSSには，装置製造会社や設

計会社，代理店，顧客など複数の利害関係者が関与しており，そ

れらの要求間に潜在する複雑な相関関係の分析が求められている

事例である．以下にて適用結果の詳細を説明する． 

4.2. 適用結果 

Step1: 各利害関係者の要求と PSSの機能，実体情報の明確化 

PSS設計者へのヒアリングにより抽出した要求，機能，実体情

報に基づき，IDEF0 を用いて PSS の実現構造を表現した．この

結果により，例えば，「装置の検査をする」という機能は，顧客が

もつ「川の水質基準を達成したい」などの要求制約のもと，「装置

を製造する」という機能からの入力を受け，「装置を出荷する」な

どの機能へ出力していることが確認された．また，その機能を構

成する「検査員」などの実体も明らかにされた． 

Step2: 要求間の依存関係の導出 

Step1の結果を用いて，機能，実体 DSM，要求－機能，機能－

実体 DMM を作成し，DML を用いた推論により，要求要素間の

依存関係の有無を明らかにした（図 2）．その結果，例えば，顧客

の「15: 川の水質基準を達成したい」という要求と，装置製造会社

と設計会社の「5: 設計コストを下げたい」という要求間に潜在し

ていた依存関係が明らかにされた．  

 
図 2 導出した要求間の依存関係 

Step3: 要求間の依存関係の可視化 

上記の結果を ISM法に適用することで，要求間の依存関係を階

層表現により可視化した（図 3）．ノードの大きさは，他の要素と

の入手力関係の多さを表している．本可視化により，要求要素間

の関係性を容易に把握することが可能になった．例えば，装置製

造会社，代理店，顧客がもつ「3: 信頼性の高い装置を採用したい」

等の要求の下位に位置する要求は，装置製造会社と設計会社の「5: 

設計コストを下げたい」等の上位の要求に出力を提供している．

これは，下位の要求が充足されることで，その出力を受けている

要求も，その相関から充足されるという関係性を説明している．

このように，要求間の潜在的な因果関係を表現することで，ある

要求の充足に際して考慮すべき他の要求を特定可能とした． 

 
図 3 要求依存関係の階層表現 

5. 考察 

本稿では，提案手法を PSSの実事例に適用し，PSSの要求－機

能－実現構造の相関分析により，提案手法が多様な要求間の潜在

的な依存関係の把握を容易化可能であることを示した．PSS設計

者は提案手法を用いることにより，設計変更が影響を及ぼす要求

間の関係性をより容易に分析，把握することが期待できる． 

一例として，水質浄化装置の構成要素の一つである「サクショ

ンカバー」と呼ばれる構成要素を廃止する設計変更を仮定する．

構築した MDMを用いて，この実体が担う機能，その機能が影響

する要求の特定を行うと，この設計案は，「15: 川の水質基準を達

成したい」，「20: 川の臭いを軽減したい」，「21: 景観を自然にした

い」，「22: 川の見た目を綺麗にしたい」など 4 つの要求に影響を

与えることが確認できた．これらは全て顧客の要求であり，本設

計変更の実施は，顧客の享受する価値の低下を招く恐れがある． 

また，図 3から，これら 4つの要求は中位以上に位置しており，

より下位に位置する多くの要求から出力を受けていることが確認

できる．すなわち，顧客要求の充足のためには，顧客の直接的な

要求のみならず，それと因果関係を有する，装置製造会社，代理

店，顧客がもつ「3: 信頼性の高い装置を採用したい」などの下位

階層の要求を同時に考慮することが必要である． 

このように，本手法により可視化された結果を用いて，設計案

が影響する要求と，それら要求の充足に際して考慮すべき他の要

求・利害関係者を分析可能であることを確認できた． 

さらに本稿では，構築した PSSの要求－機能－実現構造の相関

関係が，一定の妥当性を担保し現実のシステムを表現しているこ

とを示した．例示に用いた「サクションカバー」は，当該水質浄

化装置が送水や排水を行うために用いられる部品であり，水の循

環や流路に関する機能と対応する．それらの機能は，記述した

IDEF0 により，「アオコの発生の抑制」という上位機能を持ち，

この機能はさらに川の水質状態に関する要求と対応関係を持つ．

この対応関係は，サクションカバーにより水を循環させることが，

アオコの発生抑制と，河川の水質改善に寄与することを意味して

おり，提案手法が現実の PSSの構造を一定の妥当性をもって表現

可能であることを示している． 

一方で本稿における提案内容は，設計案が影響する要求の把握，

分析に留まっており，その後の設計案に対する意思決定を行う際

の支援には至れていない．設計案に対して意思決定を行う際には，

各要求が影響する LCC を分析するし，それを踏まえた価値バラ

ンスを考慮する必要がある．今後は，実体と LCCの関連付けによ

り，各要求が担う PSS の LCC を把握し，価値バランスを考慮し

た意識決定を支援する手法とツールの構築を目指す． 

6. 結論 

本稿では，PSSの構造分析により，各要求間の潜在的な相関関

係を把握，可視化する手法を提案した．そして，事例適用により，

本提案手法の PSS設計における有効性を確認した． 
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