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要旨 

製品サービスシステム（PSS）の社会実装に際しては，それがもたらす影響を予め把握し，設計解に適切に反映することが必要である．

その為に，過去の実装で生じた影響を分析し，再利用可能な形式に整理し，これを用いて対象 PSS の実装がもたらす影響を推定する方法

が考えられる．本稿では，過去の PSS の実装において生じた影響の分析し，それらが生じた原因及び施された対策に係る情報の再利用を

支援する手法を提案する． 

 

1. 序論 

近年，製造業において，製品とサービスの高度な統合により，

高付加価値を創出する製品サービスシステム（PSS：Product 

Service Systems)[1]が注目を集めている．一方で，PSS の社会実

装が他のシステムやステークホルダへ予期しない影響を及ぼした

結果，事業撤退を余儀なくされる事例が後を絶たない．この一因

は，PSS の設計がその基本構想の実現に終始してしまい，実装が

もたらす上記影響の考慮を設計解に反映することができていない

ことにある．すなわち，PSS の実装がもたらし得る影響を設計段

階で予め推定し，持続可能な PSS を実現することが必要である．

PSS の社会影響に関する既存研究においては，PSS と様々な規模

のシステムとの関係性や各システムの対象範囲の違い等が議論さ

れている[2]が，あくまで他システムとの関係性の考察に留まって

おり，設計段階で実装による影響を考慮するための実践的研究は

殆ど例を見ない． 

本研究は，PSS の社会実装が生む他システムとの衝突を設計段

階において推定可能とすることを最終目的とする．上記の実現に

際しては，PSS の実装がもたらす影響とその解決策における汎化

可能な情報を事例分析により分析・抽出し，その結果を類型化す

ることで，設計者が繰り返し参照可能な情報として体系化するこ

とが有効と考えられる．本稿では，そのための初期研究として，

過去の PSS実装事例において生じた影響の内容・原因・解決方法

を再利用性の高い情報に整理・構造化するための手法を提案する． 

2. 本研究のアプローチ 

2.1. TRIZ（Theory of solving inventive problems) [3] 

 TRIZ は，Altshuller によって創始された発明的問題解決理論で

ある．Altshuller は様々な技術分野の膨大な特許文献を統計的に

分析し，発明原理と呼称する 40 の抽象的な解決アイデアの類型

を整備した．そして，対象とする問題を 2 つのパラメータ（物体

の重量や強度，信頼性等）の衝突として抽象化し，その衝突の解

消可能な発明原理と関連する特許事例を提示することで，革新を

生むための発明的問題の解決方法を示した． 

2.2. 提案手法 

 本研究では，提案手法の構築に向けて TRIZ の開発アプローチ

を参照する．TRIZ では過去の特許文献から問題やその原因・解決

方法の共通点を分析・抽出・体系化することで，パラメータ衝突

の解法提示を可能としている．本研究は，設計段階での PSS 実装

による影響の推定とその解決方法の提示を最終目的とするが，

TRIZ と同様に過去の PSS 実装失敗事例から生じた影響やその原

因，解決方法を分析・抽出・体系化することで，生じ得る影響を

類型化する試行をする．本稿ではこれを実現するための初期の取

り組みとして，PSS の実装事例の分析を通して，生じた影響の原

因，その対策方法を情報として整理・構造化する手法を提案する． 

3. PSSの実装影響分析手法 

本稿で提案する PSS 実装影響分析手法は，3 ステップで構成さ

れる．以下で各ステップの内容を詳述する． 

3.1. Step1：発生した影響に関する情報の整理 

はじめに，対象とする PSS 実装事例に関する情報から，実際に

他のシステムやステークホルダに与えた影響の内容と，その結果

として新たに表出化した要求を整理する． 

3.2. Step2：発生した影響の原因分析 

 本研究では，PSS の実装が招く影響を，「他のシステムやステー

クホルダへ機能障害や不利益を与えること」と定義し，これが発

生する原因を，実装した PSS の有する機能構造と，Step1で整理

した表出化した要求の衝突，あるいは同要求の見遁であると考え

る．また，影響が生じた原因とその対策方法を対応付けて整理す

るためには，対策として実際に実施された PSS を構成する物理的

実体の操作と生じた衝突・見遁の対応関係を説明する必要がある．

そこで本ステップでは，以下の下位手順により，要求と衝突して

いた機能のみならず，その衝突に関与する機能発現のための物理

構造まで特定することで，影響が生じた原因を分析する． 

Step2-1：表出化した要求の品質要素の分析 

まず，Step1 で整理した表出化した要求に対し，品質要素表[4]を

用いて，要求の評価尺度を品質要素の観点で分析・整理する．こ

れにより PSS 実装によって表出化した要求の実現に求められる

パラメータをより客観的な視点で分析することを可能とする． 

Step2-2：PSSの実現構造の分析 

次に，ビューモデル[5]による機能展開を実施し，実装する PSS

を実現する機能と属性を分析する．ビューモデルは顧客に提供す

る品質要素を要求として表し，PSS の構造を要求・機能・実体の

要素で表現する手法であり，本ステップでは，展開後，機能と属

性に対し要求の実現に関与するパラメータを抽出する．具体的に

は，要求を説明する品質要素の変化を実現するために人工物に求

められる機能の発現度合いの評価変数である機能パラメータと，

当該機能を実現する物理的実体（製品，技術や人材等）において

同機能の発現に寄与する属性パラメータを抽出する．これは，本

研究では PSS の実装が招く影響は機能の衝突として知覚される

が，機能は物理的実体により発現されるため，この解決には操作

すべき対象実体，またその属性の特定が必要であると考えること

による． 

Step2-3：影響の原因分析 

 Step2-1，2-2 の結果を基に，影響が生じた原因を分析する．こ

こでは，図 1 に示す影響原因分析マトリクスを用いて，PSS の機

能構造と表出化した要求の衝突，または要求の見遁を網羅的に分

析する．具体的には，まず品質要素と機能パラメータの矛盾関係

を判別し，矛盾が存在する関係には衝突箇所として×印を記入す

る．その後，衝突が生じていた機能を担う実体の属性パラメータ

のうち，衝突に関与する項目に×印を記入する． PSS 設計時に見

遁されていた品質要素についても同様に分析する． 

  

図 1 影響原因分析マトリクスの概要 

3.3. Step3：影響の解消方法の整理と対応付け 

 最後に，Step1，2 を通して分析した PSS 実装により生じた影

響の原因と，その解決方法に関する情報を対応付けて整理，構造

化する．解決方法については，Step2 で分析されたパラメータの

衝突・見遁に対して実際に施された対策情報を対応付けて整理す

る（表 1）．上記により，生じた影響，その原因，そしてそれに対

する対策の対応関係が構造化される．以上の情報構造化を複数の

事例に対して継続的に実施し，その分析と蓄積を通して，PSS 実

装の招く影響とその解法の類型化を可能とする．また，対策後の

PSSのビューモデルとステークホルダ間の関係性を記述するフロ

ーモデル[5]を作成し，改善箇所の情報を視覚的に参照可能とする． 

4. 例題記述 

 本研究では，中国北京市におけるシェアサイクル事業[6]の実装

失敗事例に提案手法を適用し，その効果を検証した．以下にその

結果について解説する． 
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4.1. Step1：発生した影響に関する情報の整理 

 まず，Web 情報を参照し，本事例の中で発生した影響を整理し

た．その結果，「歩道への放置による通行の不便」「歩道への放置

による景観の損失」「故障自転車の投棄」「自転車の損壊による利

用の不便」の 4 つが挙げられた． 

そして，上記の影響に対し，地域住民の「通行の妨げにならな

いでほしい」，自治体の「適切に駐輪してほしい」，「放置自転車を

撤去してほしい」，利用顧客の「定期的に自転車の修理・メンテナ

ンスしてほしい」の 4 つの要求が表出化した． 

4.2. Step2：発生した影響の原因分析 

 Step1 で整理した要求の品質要素と，実装されたシェアサイク

ルの有する機能・属性パラメータを分析し，これらの間の衝突や，

品質要素の見遁しを分析した（表 2）．例えば，「歩道への放置に

よる通行の不便」という地域住民への影響は，地域住民の求める

品質要素である歩道通行に係る「円滑性」と PSS の機能パラメー

タ「駐輪の自由度」間に生じた衝突であったことが判明した． 

表 2 影響の原因分析の結果（一部抜粋） 

 
4.3. Step3：影響の解消方法の整理と対応付け 

 最後に Step2の結果と，生じた影響に対する解決方法を対応付

けることで，分析情報を整理した．その結果の一部を表 1 に示す．

本事例においては，実装による影響が生じた後に，事業者と自治

体の連携による対策が行われた．例えば，影響「歩道への放置に

よる通行の不便」に対する対策として，駐輪位置を指定・限定す

るため，GPSやビーコン等の位置情報システムによって自転車の

位置を特定し，駐輪範囲を限定するラックレス型ポートの設置が

施行された．具体的には，実体「公共スペース」を「設置ポート・

ビーコン」へと変更し，属性パラメータ「公共利用可能領域」を

「指定場所区域」へ改良することで，機能「自由に駐輪する」の

発現により生じた通行不便などの影響の対策を図っていた． 

他方，影響「自転車の破壊による利用の不便」に対しては，乗

物の状態を確認し破損された自転車を修繕するための，メンテナ

ンススタッフが新たに配置された．また提案手法により，この対

策は初期実装時に見遁されていた品質要素である，自転車の継続

的な利用に関する「実行信頼性」・「安全性」を満たすための，機

能「自転車の状態を確認する」・「自転車をメンテナンスする」と

実体「メンテナンススタッフ」が追加されたものと分析された． 

表 1 の分析結果を踏まえ作成した，対策後の PSS の実現構造

を示すフローモデルとビューモデルを図 2 および図 3 に示す．こ

れにより，本事例において発生した影響とその原因，解決方法，

対策後の情報を参照可能な形式で整理・構造化することができた． 

5. 考察と展望 

本研究では，PSS 実装がもたらす影響推定の実現に向けた，過

去事例の影響分析手法を提案した．そして，本手法を実際に PSS

の実装失敗事例に適用することで，生じた影響の内容，その原因

と解決方法を再利用性のある情報として整理可能であることを確

認した．事例適用により，本手法の一定の効果が確認できたが，

本研究の最終目的を達成するためには，複数の PSS 実装事例への

継続的な適用を通して，生じる影響の内容，その原因と解決方法

の類似点の抽出と体系化に取り組む必要がある．本手法により，

衝突パラメータと対策方法の組み合わせの観点で，過去の PSS 実

装事例に見られる共通点を抽出することで，PSS の実装により生

じる影響とその対策を類型化し，その設計における再利用が期待

できる． 

一方で，本研究で適用した事例は，あくまで Web 上の公開情報

に基づいており，その具体性と正確性は乏しい．本手法によって

整理される情報は，参照元の情報の信頼性に強く依拠するため，

情報が正確でなければ，分析内容の誤りや，影響が生じた本質的

な原因の見落とし等が発生する恐れがある．すなわち，具体的か

つ正確な影響分析を実施するために，分析対象とする PSS 事例の

設計や運用に実際に関わった実務者から正確な情報を収集するこ

とが望ましい．本研究の目的達成に向けては，PSS の設計や運用

に実際に関わる実務家へのインタビュー等により情報の信頼性と

客観性を常に強く意識し，正確な情報を蓄積することが重要であ

る． 

 

図 2 対策後の PSSのフローモデル 

 

図 3 対策後の PSSのビューモデル 
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表 1 PSS実装情報の整理結果（一部抜粋） 

  

危険防止性(H3) × × ×
円滑性 × × ×
公共性 × × ×

環境好ましさ(F27) × × ×
美観性(A24) × × ×
公共性 × × ×

危険防止性(H3) × × ×
実行信頼性(H13)
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