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要旨 

製品・サービスは，各主体による限定的な認識の下で設計され，使用されるが，各々の認識が十分に共有されないことは，主体間の認

識に齟齬を生じさせ，価値を損ねる等の障害をもたらす．かような事態を抑止するためには，各主体の認識の間に生じうる非対称性を俯

瞰的に捉え，認識の齟齬を特定し，是正する必要がある．本稿では，多様な主体の認識の非対称性を分析し可視化する手法を構築し，設

計概念に係る認識の共有を支援する． 

 

1 序論 

製品・サービスは，各主体による限られた認識の下で設計され，

使用される．これに起因し，設計を行う主体（設計者）と使用す

る主体（使用者）の間には時に認識の齟齬が生じ，意図せぬ使用

法による事故や使用者の価値を損ねるなどの障害が発生しうる．

さらに近年の製品・サービスの複雑化に伴う分野をまたぐ複数の

設計者による共同設計の一般化，ライフスタイルの多様化と技術

の普及などに伴う使用者層の多様化により，設計者間や使用者間

においても認識の齟齬が発生する傾向は一層拡大している．かよ

うな製品・サービスに関わる様々な主体間に生じる認識の齟齬の

解消は，製品・サービスに係る重大事故の防止，信頼性の向上，

高度な使用者の価値を実現する為に不可欠である． 

上述の製品・サービスの設計と使用に係る認識の齟齬を解消す

るためには，複数の設計者や使用者との間に生じる認識の非対

称性を俯瞰的に捉え，認識の齟齬を特定し，是正することが求

められる．本稿では，製品・サービスに係る様々な主体の認識

を表出化し，その非対称性を形式的に分析する手法を構築する．

これにより，主体間に生じる認識の齟齬の特定を支援する． 

2 先行研究と本研究の位置づけ 

著者らは先行研究において，設計者が使用者に対して提供した

機能と，使用者が実際に受給した機能の関係を可視化するモデル

を開発している[1]．同モデルを用いて，製品・サービスに対する

設計者の認識と，それを使用する使用者の認識を記述することに

より，両者の認識の非対称性を分析することが可能である．一方，

先行研究における提案モデルは，単体の設計者と使用者の認識の

表現に留まっており，複数の設計者や使用者との間に生じる認識

の非対称性を分析するには至っていない． 

以上を踏まえて本稿では，複数の設計者や使用者との間に生じ

る認識の非対称性を分析可能とすることを目指す．具体的には，

先行研究における提案モデルを拡張し，様々な主体の認識を表出

化するためのモデルを構築する（3.1節）．さらに，拡張したモデ

ルの利用手順を整備することにより，様々な主体の認識を表出化

し，その認識の非対称性を分析する手法を提案する（3.2節）． 

3 提案内容 

3.1 機能構造認識可視化モデル 

様々な主体の認識を表出化するために先行研究のモデルを拡

張した機能構造認識可視化モデル（Functional Structure 

Recognition Visualization model: FSRVモデル）を図 1に示す．

本モデルは， Individual-design-cognitions layer ，Unified-

design-cognition layer，User-cognitions layer の三層から成り，

主体に固有の主観情報を表す灰色の各種ノード，客観情報を表す

白色の各種ノード，およびそれらの関係を表すリンクで構成され

る．モデルの構成要素を以下で詳述する． 

Individual-design-cognitions layer（上層） 

本層は，各設計者の設計概念に係る認識を記述する層である．

灰色の楕円ノードは，設計者が製品・サービスに求める事項であ

る「設計要件」を表す．灰色の矩形ノードは，設計要件を充足す

る機能的手段である「提供機能」を表す．そして，破線の灰色矩

形ノードは，主体が提供機能を実現するための物理的手段を探索

する「視点」を表し，提供機能を実現するという「視点」の下，

その実現手段となる「挙動」と「状態」を定義する．挙動は白色

の矩形ノード，状態は白色の楕円ノードでそれぞれ表記する．以

上の構造を一単位とし，これを並列に配置することで，複数の設

計者の設計概念に係る認識を本層に並列的に表現する． 

Unified-design-cognition layer（中間層） 

本層は，上層における各設計者の設計概念に係る認識をすり合

わせることにより形成された共通認識を記述する層である．基本

的には上層と同様の構造を持つが，状態の下に，使用者に提供す

る「実体」を二重線の白色矩形ノードで表記し，状態と有向リン

クにより対応付ける． 

User-cognitions layer（下層） 

本層は，多様な使用者夫々の製品・サービスに対する認識を記

述する層である．使用者は「使用者要件」を充足する手段として

「期待機能」を想起する．使用者要件は使用者が製品・サービス

に求める事項であり，灰色の楕円ノードで表記し，期待機能は右

上に「e」と添字した灰色矩形ノードで表記する．そして使用者

は，実際に製品・サービスを使用し，期待機能を充足するという

「視点」の下で「実体」の「状態」と「挙動」を観察し，実体の

挙動の意味的役割を「受給機能」として認識する．受給機能は右

上に「r」と添字した灰色矩形ノードで表記する．その後，使用者

は期待機能に対する受給機能の充足度を評価する．この期待機能

と受給機能の組を両向き矢印で対応付ける．以上の構造を一単位

とし，これを並列に配置することで，複数の使用者の製品・サー

ビスに対する認識を本層に並列的に表現する． 

 
図 1 機能構造認識可視化モデル 

3.2 様々な主体間における認識の非対称性分析手法 

様々な主体間における認識の非対称性分析手法について詳述

する．本手法は，各主体の認識を記述するためのモデル（図 1）

と，その利用手順から構成される．以下に利用手順を示す． 

Step1 機能の設計 

(1)各設計者の設計概念に係る認識の記述 

製品・サービスに対する各設計者の設計概念に係る認識を

Individual-design-cognitions layer に記述する．設計要件，提供

機能，視点，挙動，状態とその関係を構造的に記述することによ

り，各設計者の設計概念に係る認識を表出化する． 

(2)設計者間に生じた認識の齟齬の特定 

Step1-(1)の結果を基に，設計者間における認識の非対称性を分

析し，設計者間に生じた認識の齟齬を特定する． 

(3)設計者間に生じた認識の齟齬の是正 

Step1-(2)で特定した設計者間の認識の齟齬を是正し，設計者間

で設計概念に対する共通認識を形成する． 

(4)設計結果の記述 

設計者間に生じた認識の齟齬を是正した結果を，Unified-

design-cognition layer に構造的に記述することにより，設計者

間の設計概念に係る共通認識を構造的に記述し，表出化する． 

Step2 製品・サービスの提供 

設計した製品・サービスを使用者に提供する． 
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Step3 機能の反省 

(1)使用者の製品・サービスに対する認識の記述 

各使用者が，使用を通して形成した製品・サービスに対する認

識を User-cognitions layer に構造的に記述することにより，多

様な使用者の認識を表出化する． 

(2)期待機能の充足度の確認と認識の齟齬の特定 

Step1-(4)における設計者の設計概念に係る認識と，Step3-(1)

における使用者の認識の記述結果を分析する．具体的には，使用

者の期待機能に対する受給機能の充足度を確認し，これを起点に

複数の設計者，使用者間に生じる認識の齟齬を特定する． 

以上の手順により，各主体の認識を表出化し，様々な主体間に

おいて生じる認識の非対称性を分析する． 

4 事例適用 

4.1 事例概要 

湯沸器の事故事例[2]に提案手法を適用し，主体間の認識の非対

称性分析を試みた．設計者A，Bらにより設計された当該製品は，

可燃性ガスの燃焼による熱を熱交換器で水に伝熱し，湯を沸かす．

また製品内部のファンは，排気の排出や機器の冷却を担い，ファ

ンが正常に作動しない場合，機器内が異常な高温状態となり，安

全装置（高温センサ）が作動することで湯沸器が停止する．  

上記の湯沸器を，寒冷地の顧客 A（使用者 A）が使用した際，

寒暖差によりはんだ割れが生じ，その影響によりファンが停止し

た．これを原因として安全装置が作動し停止した湯沸器に対し，

使用者 Aは，湯が出ない何らかの故障が発生したと認識した．こ

の故障に対し，保守員（使用者 B）は回路を短絡することで安全

装置を無効化し，湯が出るよう改造した．その後，顧客 A’（使用

者 A’）が同湯沸器を使用した結果，改造によりファンが作動して

いない状態でガスの（不完全）燃焼が生じ，室内に排気が充満し，

一酸化炭素中毒により死亡事故が発生した．本事例適用では，上

記事例に係る各主体の認識を提案手法に沿って表出化し，その非

対称性を分析することにより，提案手法の記述能力を検証した． 

4.2 事例適用結果 

事例適用結果を図 2 に示す．Step1-(1)では，事例情報を参照

し，Individual-design-cognitions layerに情報を記述した．各設

計者は各々「湯を沸かすこと」などを設計要件とし，それを充足

するための提供機能，およびその実現手段として挙動，状態を記

述した．続く Step1-(2)では，設計者 Aの認識には，設計者 Bの

提供機能「寒暖差への耐久性を有する」に係る認識が欠落してい

ることが確認され，設計者間で当該機能の齟齬が発生しているこ

とが特定された．さらに設計者 Bは，当該機能を実現するための

挙動「はんだ割れしない」と状態「適量のはんだ付け」を認識し

ているのに対して，設計者 A はこれを認識しておらず，状態と挙

動に係る認識においても齟齬が発生していることが特定された

（図 2赤枠）．しかし，本事例ではこの齟齬が特定されず，Step1-

(3)の齟齬の是正には至らなかった．そのため，本事例適用 Step1-

(4)では，はんだ付けに係る設計者 B の認識が欠落した設計概念

がUnified-design-cognition layer に記述された．続く Step2で

は，湯沸器が使用者（顧客）に提供された． 

Step3では使用者の認識をUser-cognitions layer に記述し，使

用者を含む複数主体間の認識の齟齬を特定した．Step3-(1)におい

て，使用者 Aでは「安全に湯を沸かすこと」という使用者要件の

下，想起した期待機能「水を高温にする」や，使用を通した「ガ

スが燃焼しない」，「湯沸器が作動しない」という挙動に対する認

識を記述した．Step3-(2)では，使用者 Aは期待機能「水を高温に

する」を充足する機能を受給できず，当該機能および挙動に係る

認識について設計者と齟齬が発生していることを確認した（図 2

黄枠）．これに対し使用者 B は，独自に設定した使用者要件の下，

回路を短絡させるという改造を行い，生じた挙動を観察し，「異

常の発生後に湯沸機能を回復する」という機能を受給（確認）し

たと記述された（Step3-(1)，図 2 緑枠）．しかし，使用者 A’が，

改造後に使用した際，期待機能「異常が発生した際に停止する」

を想起したのに対し，はんだ割れのために「ファンが作動しない

（排気（CO）の充満）」，さらに，保守員による回路の短絡のため

に「安全装置が作動しない（不完全燃焼の発生）」という二つの挙

動が生じ，同機能を使用者 A’が認識しないまま湯沸器を稼働し続

けた結果，一酸化炭素中毒が発生した．図 2 の青枠には，かよう

な事故の犠牲者である使用者 A’が期待機能を受給していなかっ

た様子が記述された（Step3-(1)）． 

以上，はんだ割れによる故障が発生し，それに対し，保守員（使

用者 B）が独自の認識に基づく不正な改造を行った結果，安全装

置が作動せずに一酸化炭素中毒が生じた本事故事例の分析を介

して，複数主体間の認識の非対称性を分析できた． 

5 考察 

本研究は，主体間に生じる認識の齟齬の特定を支援することを

目的とし，様々な主体間における認識の非対称性を分析する手法

を提案した．各主体の認識を表出化可能とすることにより，その

認識の非対称性を形式的に分析することが可能である．これによ

り各主体の認識の齟齬の特定を支援し，それを是正することによ

って認識の齟齬に起因する課題の解決に貢献可能と期待される． 

一方，提案手法の Step1-(2)，(3)において，設計者間の認識の

齟齬を特定，是正するための手順は十分に整理されておらず，こ

れらのステップは，設計者の主観に大きく依存している．今後は，

本手順の整理を進め，利用手順をより明確にする必要がある． 

6 結論 

主体間に生じる認識の齟齬の特定を支援するため，様々な主体

間における認識の非対称性分析手法を提案した．そして，提案手

法の記述能力を事例適用により検証した． 
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図 2 事例適用結果 
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