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要旨 

製品サービスシステム（PSS）の設計において，複数のステークホルダの要求間のトレードオフを考慮する設計解の探索法として，多

目的最適化の手法が注目されている．一方で，既存研究は個別事例への適用に留まり，広範な PSS の設計へ適用可能な一般性を有してい

ないことが，研究成果の実用と普及を損ねている．本稿では，PSS の概念設計段階における，要求間のトレードオフを考慮した汎用的な

設計解の最適化手順を提案する． 

 

1 序論 

近年，我が国を含む先進国の製造業は，市場競争の激化や社会

的要求の多様化，環境への懸念に伴い，その持続性の向上のため

の改革が求められている．この背景のもと，環境負荷を低減しつ

つ，国際市場における競争力を高める手段として，製品サービス

システム(Product Service Systems：PSS)が注目を集めている．

PSS は，製品とサービスの高度な統合により新たな価値を創造す

るビジネスモデル[1]であり，製品サプライヤやサービス企業など

複数のステークホルダの連携により構成される[1]．一方で，各ス

テークホルダの重視する要求は異なるため，その要求間に生じ得

るトレードオフの難しさがPSS設計解の導出を困難にしている．

しかし，PSS の導入成功のためには，設計方針を定める概念設計

段階から，トレードオフを考慮し，各々の要求を可能な限り最大

化させる設計解を構成することが必達である． 

PSS 設計研究分野では，上記の支援方法として，複数の目的関

数間のトレードオフを分析し，制約条件下での最適な近傍解（パ

レート解）集合を導出する多目的設計最適化[2]が注目されている．

しかし既存研究は，対象とする各個別事例への適用[3]に留まり，

広範なPSS設計への適用は未だ達成されていない．具体的には，

対象とする PSS 設計問題における目的関数の表現に必要な設計

変数や，制約条件の決定，及びそれらを用いた定式化の手順が形

式化されておらず，PSS 設計者が設計解の最適化を行うために参

照可能な一般的指針が存在しない．そして，これが当該研究成果

の実用と普及を損ねており，産業界における PSS 設計解の導出

を未だ困難としている．この課題解決のためには，PSS の様々な

形態や要求に依らず，適用可能な汎用性の伴う PSS 設計解の最

適化手法を構築することが必要である． 

本研究は，概念設計段階における要求間のトレードオフを考慮

した PSS 設計解の導出支援を目的とし，汎用的な PSS 設計解の

多目的最適化手法を構築し，仮説的な PSS 設計事例への適用を

通して提案手法の妥当性を検証する． 

2 PSS設計解の汎用的多目的最適化手法 

本稿は，要求間のトレードオフを考慮した PSS 設計解の導出

に向けて，具体的な定式化手順を整備した汎用性を有する多目的

最適化手法を提案する．以下では，各 STEP について詳述する． 

STEP1：対象範囲とするステークホルダの決定 

まず，設計最適化の対象範囲を決定する．そのために，設計者

が対象の PSS の実現に必要なステークホルダとその関係性を記

述するフローモデル[4]を用いて整理し，最適化の対象範囲とする

ステークホルダを決定する． 

STEP2：最適化の目的パラメータの設定 

STEP1 で定めたステークホルダの要求群の中で，トレードオ

フが生じると推定される要求を選定する．そしてこれらの，要求

に係る定量的かつ客観的に測定可能なパラメータを最適化の対

象とする目的パラメータ（Objective parameter: OP）として設定

する． 

STEP3：設計変数と定数パラメータの設定 

STEP2 で設定した各 OP に対して，広義製品（製品およびサ

ービス）の基本構造を記述するビューモデル[4]を用いて機能展開

を行い，OP を充足するための実体が有する属性（対象物が持つ

計測可能な物理的・化学的性質）を特定する．そして，これらを

操作の対象とする設計変数候補とする． 

その後，OP 間において共通に対応する属性の分析を通して，

実際に生じている要求間のトレードオフの詳細を特定する．この

際，共通の属性が特定されなかった場合は，当該要求間にはトレ

ードオフは生じないとし，STEP2 に戻り，要求の再選定を行う． 

最後に，抽出した設計変数候補に対して，設計者による操作の

可否と要否の観点で変数を分類する．その中で，操作が可能かつ

必要と判断された設計変数候補を「設計変数」，操作が不可能だ

が必要，あるいは操作が可能だが不必要と判断された設計変数候

補を「定数パラメータ」として分類する． 

STEP4：PSS設計問題の定式化 
STEP3 の結果を基に，対象とする PSS 設計問題を定式化する．

具体的には，OP を設計変数と定数パラメータを用いて表現し，

目的関数を設定する．この際，設計変数と定数パラメータのみで

は目的関数の表現が困難である場合は，間接的な変数として補助

変数を適宜追加する．そして，上記に基づき設計変数の制約条件

と目的関数値の許容範囲を設定する． 

STEP5：多目的最適化の実装によるパレート解の取得 
最後に，STEP4 の定式化結果を基に，最適化アルゴリズムを

用いて多目的最適化を実装し，パレート解を取得する．その結果，

パレート解集合により形成されるパレート面が確認された場合

は，STEP4 で設定した目的関数値の許容範囲を参照し，設計者

が当該要求に即した解を選定する．一方で，出力された解の発散

等によりパレート面が形成できない場合は，制約条件が厳しく，

探索される解の範囲が極端に狭いことや，定式化内容が不適切で

ある場合が考えられる．そのため，それらの原因に応じて，各ス

テップに立ち返り，目的関数や各変数，制約条件の修正を行う． 

3 事例適用 

3.1 事例概要 

本稿では，提案手法の妥当性の検証を目的とし，リチウムイオ

ン電池（LiB）搭載の電気自動車（EV）リースの仮想的 PSS 設

計を対象に適用した．その結果を以下に示す． 

3.2 事例記述 

STEP1：対象範囲とするステークホルダの決定 
図 1 に本 PSS 実現に必要なステークホルダを整理したフロー

モデルを示す．LiB を購入し，製造した EV をリースサービスを

通じて顧客に提供する EV 会社を中心に，LiB を製造し，EV 会

社に販売する LiB 製造企業，EV 会社とリース契約を結び EV を

利用する顧客及び部品製造企業，充電サービス会社が特定された．

その上で，最適化の対象範囲は，要求間にトレードオフがあると

考えられる，EV 会社，LiB 製造企業，顧客と決定した． 

  

図 1 記述したフローモデル 

STEP2：最適化の目的パラメータの設定 
STEP1 で定めた各ステークホルダの要求群から，トレードオ

フが生じ得る要求として，EV 会社の「利益を上げたい」，「CO2

排出量を抑えたい」，LiB 製造企業の「利益を上げたい」，顧客の

「気軽に EV を利用したい」を選定した．そして，最適化の対象

とする OP として，それぞれ「EV 会社の利益（��）」，「LiB 製造

企業の利益（��）」，「EV 走行時の CO2 排出量（��）」，「顧客が払

うリース料金総額（��）」の 4 つを設定した． 

STEP3：設計変数と定数パラメータの設定 
次に，設定した各OPの充足に必要な設計変数候補を抽出した．

一例として，OP「EV 会社の利益」に対して作成したビューモデ

ルを図 2 に示す．同様に，他の OP に対するビューモデルも作成

した結果，実際にトレードオフが存在することを確認した．例え
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ば，「EV 会社の利益（��）」，「LiB 製造企業の利益（��）」，「EV 走

行時の CO2 排出量（��）」の 3 つの OP 間で共通に対応する属性

の 1 つに，「EV 台数」を特定した．これは，EV 会社や LiB 製造

企業の利益向上には EV 台数の増加が好ましい一方で，CO2排出

量の抑制には，EV 台数の減少が好ましいというトレードオフを

意味する． 

その後，抽出した設計変数候補を，操作の可否及び要否の観点

で設計変数と定数パラメータに分類した結果を表 1 に示す． 

 

図 2 OP「EV 会社の利益」のビューモデル 

STEP4：PSS 設計問題の定式化 
式(1)~(4)に各 OP を設計変数，定数パラメータで表現し，目的

関数として定式化した結果を示す．ここでは，EV のリースや製

造，LiB に関する文献や市場情報の調査で収集した情報[5]を基に，

定数パラメータの値，設計変数の制約条件及び目的関数値の許容

範囲を設定した（表 1）． 
����� = −1 × �� + ����� ×� − ������ + �� × ����� × �� �1� 

����� = −1 × ��� − ������ × ��� × �� �2� 
����� = ���� × �� × ��� × ��� ��⁄ �3� 

����� = ��� − �!"�/� + ����� + ��� ��⁄ × �$% × ��� �4� 

例えば，「EV 会社の利益（��）」は収入（EV 一台あたりの販売

価格��＋契約期間�内のメンテナンスサービス収入�����）から，

支出（EV 一台の製造コスト�����＋EV の LiB 容量���分の LiB

の販売価格��）を差し引いた分に，都心部の 1 店舗を想定したリ

ース用 EV の保有台数��を掛けることで構成した．尚，「CO2 排

出量（��）」と充電に必要な電力消費量を関連付けるために，補助

変数として，CO2排出係数����を追加し，定式化を行った． 

表 1 定式化情報 

 
STEP5：多目的最適化の実装によるパレート解の取得 

最後に，解の効率的な大域的探索が可能であり，局所解に陥り

にくい多目的遺伝的アルゴリズム[6]を用いて，多目的最適化を実

装した．図 3 にその出力結果を示す．ここでは，'軸を CO2排出

量��，(軸を月のリース料金総額��と固定し，�軸を EV 会社の利

益��，または，LiB 製造企業の利益��とした 2 つのプロット結果

を示している．結果として，双方において異なる角度から，パレ

ート面が出力され，パレート解の取得を確認した．表 2 に，STEP4

で設定した許容範囲内の目的関数値を取る複数のパレート解（各

設計変数値）の一部を示す．例えば，解 1 は，EV 会社及び LiB

製造企業の利益において，解 2 より優れた値を取っている．つま

り，4 つの要求のうち，利益を優先度の高い要求とする場合では，

解 1 が最適解になると判断される．このように，提案手法を用い

て，要求間のトレードオフを考慮したパレート解集合が獲得可能

であることを確認した． 

 

図 3 パレート解の出力結果 

表 2 許容範囲内のパレート解の一部 

 

4 考察と展望 

本稿では，提案手法を基に，仮想的な事例適用を行い，実際に

トレードオフを考慮した PSS 設計解の導出が可能であることを

確認した．本手法では，PSS 設計解の多目的最適化にあたり，こ

れまで整備されていなかった操作すべき設計変数の特定・分類に

係る具体的な手順を提案した点において，情報が限られ，自由度

が高い概念設計段階においても PSS 設計問題の定式化を容易に

することが期待できる． 

また，得られたパレート解集合における設計変数値の妥当性も

確認した．例えば，表 2 に示した解 2 の「EV 販売価格」や「走

行可能距離」の値は，社会における実勢の「EV 販売価格（400 万

円）」及び「走行可能距離（1500km）」との差が小さいことから，

得られた設計解は一定の妥当性を有すると考えられる．  

一方で，提案手法は，設計者自身による設計変数等の決定を伴

うため，設計者の有する情報量やスキル，主観に依存した結果が

出力される．そのため，より妥当な設計解の導出には，複数の設

計者間での協議を通した適用により，設計者間における知識やス

キルの不足を相補完しつつ実施することが望ましい．また本稿で

は，取得したパレート解の妥当性を，既存の PSS に関連する情

報と比較することにより検証しているが，過去に実装されていな

い新たな PSS の設計に関するパレート解の妥当性や実現可能性

を同方法で検証することは出来ない．今後は，この課題に対する

解決方法を検討するとともに，実際の PSS 設計事例への適用を

通して，提案手法の信頼性と実用性の向上を図る． 
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リース事業の利益の向上
EV会社の利益

EVの製造コスト
を抑える

LiB代を抑える

・LiB販売価格
LiB

・メンテナンスサービス収入
メンテナンス

EVに搭載する
LiBの容量を減らす

EVの普及率を
高める

・EV台数
EV

・製造コスト
EV

EVの販売価格
を高くする

・LiB容量
LiB

・メンテナンス頻度
メンテナンス

EVの製造台数
を増やす

メンテナンスサービス
収入を高くする

・EV販売価格
EV

月のリース価格
を低くする

契約期間を
⻑くする

・契約期間
リース

EVの販売価格
を安くする

メンテナンス
頻度を上げる

要求
OP

・属性パラメータ
実体機能

目的
パラメータの

との対応

○ ○

○ ○ ○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

分類 表記 説明 許容範囲/制約条件/
数値

目的パラメータ

EV会社の利益[万円]
LiB製造企業の利益[万円]
CO2排出量[kg-CO2/月]
リース料金総額[万円/月]

設
計
変
数

操作可能
操作必要

EV販売価格[万円/台]
EV台数 [台]
LiBの販売価格 [万円/kWh]
走行可能距離 [km/月]

定
数
パ
ラ
メ
ー
タ

操作可能
操作不必要

EVの製造コスト[万円/台]
残存価格[万円/台]
リース契約期間[月]

操作不可能
操作必要

メンテナンス
サービス収入[万円/月・台]

LiBの製造コスト [万円/kWh]
充電料金[万円/kWh]
EVのLiB容量 [kWh/台]
航続距離[km]

補助変数 CO2排出係数[kg-CO2/kWh]

解
番
号

利益
(EV)
[万円]

利益
(LiB)
[万円] 

年間CO2
排出量

[kg-CO2/年] 

リース
料金総額
[万円/月] 

EV
販売価格
[万円/台] 

EV
台数
[台] 

LiBの
販売価格
[万円/kWh]

走行可能
距離

[km/月]

1 5977.1 2921.2 2902.0 6.21 434.5 29 5.45 1567.7
2 4967.4 2626.0 2499.4 6.00 418.6 26 5.44 1497.8

優れている解
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