論文

要求・確認・定義モデルによる製品開発プロセスの分析＊
（製品開発プロセスの熟成と再利用のための方法論）
Requirement Definition Confirmation Model for the engineering process decomposition
(Methodology to evolve the engineering process for reuse)
*1

中沢俊彦

（Toshihiko Nakazawa）

The major part of the engineering process is invisibly executed in the human brain. This invisibility
drastically increases uncertainty and complexity in the engineering process, and creating its consequential contradictions. The RDC model spotlights three types of fundamental elements and their interrelationships in the
engineering process. These elements are Requirement, Definition and Confirmation. The engineering process
can be broken down into layers of work units by these three elements and their relations. Thanks to this decomposition, the engineering process can be abstracted from the human brain, and explicitly recorded onto the permanent document containing the underlying optimal logics. This helps iterative product development projects
to reuse their inherent optimal processes.
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1.

はじめに

を生み出すというよりも，むしろ製品のモデルチェ

経済産業省の１９９８年度調査によると，表１の
ように，日本の製造業が支出する開発費の内，開発
実用化研究に充てられる額は全体の６３．６％であ
り，基礎研究など他の用途に比べ突出していること
が明らかになっている
Table 1

１）

．

R & D investment in 1998 １）
応用研究

開発実用化
研究

一般機械

８．７

２２．０

６９．２

電気機械

１０．３

２９．７

６０．０

９．４

１５．６

７５．０

１０．３

２４．１

６５．６

精密機械

えられ，これは毎年市場にあふれる膨大な新製品の
中で，今までに存在しなかった新しい種類の製品を
見出すのはそれほど頻繁なことではないという我々
の日常的な経験からも裏付けられる．日本における
研究開発活動の大部分は，既に存在する技術基盤や

基礎基盤
研究

輸送用機械

ンジを繰り返すといった種類の製品開発であると考

製品基盤を基礎に，それらを流用または発展させる
という形で遂行される種類の製品開発であることが
推測できるのである．
このような 種類の製品開発作業 において，過去の
製品開発手順 や知識をシステマチック に蓄積し，そ
れらを効率的 ，効果的 に再利用 することが 出来れば，
製品の市場投入スピードを早めることが出来る上に，
成熟した開発手順と知識の積み上げにより製品その

（経済産業省経済産業局政策局産業人材政策室：総合経営力指標

ものの信頼性 も向上し，さらには ，それらの効率化

平成 12 年度版より抜粋）

によって 得られた 資源の余裕を，より基礎的な研究
分野に振り向けるなどといった研究開発施策の転換

このような開発実用化研究の多くは，新種の製品
* 原稿受付：2002 年 11 月 7 日

が可能となり ，製品開発活動の大きな利益になると
考えられる．
しかしながら，今日の製品開発活動 の実情を見る
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と，製品開発手順 や知識の再利用 は設計者 の裁量に

よって為されている上に，個々人のノウハウや経験

3.

といった 非常に失われやすい保管形態を頼りとする，
危うい基盤の上に成り立っていると言うことができ
よう．このような 製品開発の手順と知識管理の実態
は，確立した技術や製品を基盤とした 反復性の強い
製品開発 においてさえ 不必要に設計品質のバラツキ
を増大させ，かつ効率化の追求を阻む主要因となっ
ていると考えることができる．
製品開発プロセスからの 均質で高品質，かつ迅速
なアウトプットは，確実な品質を保証する個々の作
業と，それらを関連付 ける合理的 な手順から生み出
されるはずであるが，こういった 視点での製品開発
プロセス の熟成は残念ながら十分に認識され，実施
されているとは言い難い．
生産プロセスが，年々その効率性を高めながらア
ウトプットである 製品の品質を向上させているよう
に，製品開発プロセスにおいてもその 効率とアウト
プットの質を共に高めていくことができるのか ，本
論文はその実現の出発点となる製品開発プロセスを
分析し記述するための 方法論について考察すること

既存のプロセス記述手法

業務の分析・記述手法として昨今注目されている
手法に，業務モデルの記述からオブジェクト指向の
ソフトウ ェアの実装へと連なる連続した手順を提供
するＵ Ｍ Ｌ （Unified Modeling Language ）

2）

があ

る．本論文で論じている独自の製品開発プロセスの
分析・記述手法の解説に入る前に，ＵＭＬによって
製品開発 プロセスの記述が可能かどうかについて論
じておくのは 本論文で考察する独自の手法の必要性
を確認する上からも有意義であろう．
結論から言うと，ＵＭＬのようなソフトウェア
開発を目的とした 業務モデルの記述手法は明示的な
業務プロセスを前提として 成り立っていると言える．
図 1 に示すように，例えば顧客や注文といった記述
の対象となる オブジェクト が明示的に存在し，それ
らの関係が比較的容易 に確定し得ることが前提とな
る．そのような特徴をもつ 業務プロセスは，ＵＭＬ
によって確度の高いモデル化が可能である．

を目的としている．
顧客

2.

明示的な

製品開発プロセスの特徴

注文

記述対象と関係

関係

生産現場における生産性改革 に目を向けてみると，
テイラー の科学的管理法から始まった 近代の生産プ
ロセス改革は，プロセスの手順とプロセスを構成す
る個々の作業を長い年月をかけて 持続的に見直すこ

対象と関係を記述(モデル化)

とにより大きな成果を残してきた ．つまり ，現在の

Fig 1 Explicit model

プロセス を土台とし，それを継続的に改善するとい
うＰＤＣＡサイクルを回すことにより 飛躍的な生産
性の向上が実現されてきたのである．
製品開発プロセスにおいても同様の継続的な改
善を行うためには ，常に現状のプロセスを土台とし
た改善の積み重ねが必要と考えられるが，それを困
難にしているのは ，製品開発プロセス（設計，試作，
評価を含んだプロセス全体）の主要部分を占める設
計プロセス（図面作成やモデリング作業を中心とす
る形状と仕様の決定プロセス）が人の頭の中にのみ
存在する，つまり 暗黙のプロセス であるという 現実
によるところが大きい．このことは，設計プロセス
を不定形 で場当たり的，複雑なものとする 要因にも
なっており，製品開発プロセス全体の継続的な見直
しを困難なものにしている．
小説家 が物語を文章として書き綴り，推敲を重ね
るように ，設計者 も設計プロセス の推敲を行うため
には，暗黙，それゆえに複雑かつ不定形な設計プロ
セスを記述し，見直すための何らかの
要である．

言語

一方，設計者の頭の中に存在する暗黙的 なプロセ
スである 設計プロセスを主要部分 とする製品開発プ
ロセスは，記述対象となる オブジェクト自体がたい
へんあいまいで，さらにはそれらの関係も非常に混
沌としている ．それゆえに ＵＭＬ の手順に沿っての
直接的な分析・記述は困難であると言うことができ
る．製品開発プロセスの分析と記述については ，暗
黙のプロセスという設計プロセス の特性を踏まえた
工夫が必要である．
設計プロセスをどう 捕らえるかについては以前よ
り多くの試みがなされており，設計者 へのインタビ
ューや質問によるもの ，設計者の口述と作業の観察
によるもの，設計者間のディスカッション によるも
の

3）

や文章による記述

4）

などの様々な方法が紹介

されている．

4.

ＲＤＣモデル

が必
本論文 では，より実用的 な手法の開発向 けて，暗

黙のプロセスである設計プロセス を明示的 に記述す
るため方法論 についての研究を行った旨を報告する．

4.1. 対象製品の決定

設計者自身が実施するこの手法は，対象が暗黙の
プロセス であることを 考慮し，以下のような工夫を

めるにあたって，まず分析する対象製品とその 開発

特徴としている．
1.

2.

3.
4.
5.

ＲＤＣ モデルにより 製品開発プロセスの分析を始

設計プロセスの不確定さと複雑さに起因す

プロセス の選定を行う必要がある ．ＲＤＣモデルの

る思考の発散を軽減させるために，プロセ

最初の適用対象には，一般的なタイプ の製品で，記

スを構成する設計要素の記述と設計要素間

憶が定かであるという 意味から最近開発の終了した

の関係の記述を別々のステップで行う．

製品を選択するのが好ましい．記述した内容の網羅

適合項目という概念を設け，設計要素のグ

性を高めるために ，製品を特定せずに プロセスの分

ルーピングを行うことにより思考の範囲を

析作業を行うのは ，分析作業自体 に発散と混乱を招

絞る．

き，精度の良い結果を得る妨げとなる．複数の製品

設計要素を要求，定義，確認という３種類

開発プロセスの記述を目指す場合でも，まず一製品

の属性によって類別し思考の焦点を絞る．

に絞り分析を行い，その結果を活用しつつ ，類似製

設計要素について発見のきっかけとなるキ

品に対する分析を進めるアプローチを取るべきであ

ーワードを提供する．

ろう．

少数の要素間の関係のみに注目しプロセス

4.2. 適合項目

の分析を行う．
このステップバイステップで分析と記述を行う工

ＲＤＣ モデルによる 製品開発プロセスの分析の最

夫により ，分析者 となる設計者は思考を発散させる

初のステップとして行う作業が，適合項目の洗い出

ことなく 自身の設計プロセスの実体へと迫ることが

しである．

できる．そしてその記述過程においてプロセス全体
を論理的に推敲することが期待されるのである．
この方法によるプロセスの分析と記述を要求･定

ＲＤＣ モデルでは，製品開発とは

製品の構造や

仕様を定める個々の決定事項を何らかの外部および
内部対象 に対して適合するよう規定していく行為

義 ･ 確 認 モ デ ル （ Requirement ･ Definition ･

であると 解釈する．この時，製品が適合すべき 外部

Confirmation モデル，以下ＲＤＣモデルと称する）

および内部対象のことを

と呼ぶこととした ．図２にその流れを示し，また次

目はまた ，製品開発プロセスを開発の作業目的によ

節よりその手順の詳細を解説する．

って大別するための枠組みを与える．

適合項目

呼ぶ．適合項

図３は適合項目を概念的に示した図である．
製品開発プロセス

要求

定義

確認

分類

設計作業単位シーケンス

要素の記述

適合項目

定義間シーケンス

市場

開発中
の製品

取引先
仕様

工場

適合

適合

Fig 3

目標

顧客
適合
適合

環境

Objects to adapt

適合項目は，製品設計プロセスを作業目的ごとに

関係の記述

定義間関係図

定義モデル

グループ分けし，以降の分析作業を単純化する．こ
の単純化により，プロセス分析者は自らの思考を収
束させ，製品開発プロセスの分析という複雑な作業
に容易に取り組むことができるようになる．
参考として図４に一般的な適合項目の例（自動

Fig 2

RDC Model

車部品の例）を示す．

近いかを 意識し，最も概念の近い要素より見出して
意匠，レイアウト，内部構造，周辺部品，

いくと良い．例えば，製品のデザインや仕様といっ

接触/被接触相手，嵌号/被嵌合相手，子部

た設計から見て条件となる 適合項目については 要求

品 ，基準 ， 標準 ，工 程 ，設備， 金型，

要素から洗い出し，それらの影響を受ける定義要素，

SPEC，機能目標，コスト目標，重量目標，

さらにその確認要素と関連の糸を手繰り寄せていく．

派生，強度，信頼性，品質目標，組立性，

同様に，内部構造など自身に関わるものは 定義要素

成 形/ 加工性納入 形 態 ， サービス性 ，安全

から，検査や評価に関わるものは 確認要素から取り

性，リサイクル性，など

組むほうが全体の要素を漏れなく抽出できる．
このような 設計要素への分解を，全ての適合項目

Fig 4

Objects to adapt of Automotive
components

について 行うことにより，製品開発プロセスを構成
する基本要素を洗い出して行く．ここで注意しなけ
ればならないのは ，ある適合項目 について洗い出す

適合項目を見出す作業の中で見落とさないように

設計要素 はその適合項目が規定する範囲にとどめる

しなければならないのは，構成部品のレイアウト問

こと（要素の関連を考える内に，往々にして他の適

題などに 代表される製品自身の内部条件に対する適

合項目の要素へと飛躍してしまうことがある）と，

合性である．適合項目＝製品の適合対象と考えると

この段階では関係する他の定義要素を考慮する必要

外部にのみ目が行きがちになるが ，これは 自身の成

はない（例えば，分析中の適合項目中 の定義要素の

立性を保証するものであり ，あらゆる製品でこの種

決定条件 として，他の適合項目中 の定義要素が見出

の項目を入れる必要があると考えられる．図４の例

されることがあるが，ここでは，そのような定義要

では

素は要求要素と考えなくて良い．そのような定義要

内部構造

がこれに当たる．

素同士の参照関係は後述の定義間関係図で明らかに

4.3. 設計要素

される．）という二点である．

ＲＤＣ モデルでは，製品開発プロセスを構成する
要素は，

要求

，

定義

，

確認

4.4. 設計作業単位

という３

種類の設計要素の何れかに 分類できるという仮説を

定義要素は何らかの 要求要素の制約を受け，また

前提とする．この仮説は，筆者が経験を有する自動

何らかの 確認要素の検証対象となりうる．そこで，

車及び自動車部品 の設計事例に対する要素分析を通

ある適合項目内において任意の定義要素は，その定

じて帰納的に求められたものである．

義要素と関連する複数の要求要素および確認要素と
結びつけられ グループ化することができる ．これは，

要求（Requirement）

設計者が設計を行う際の基本的な作業単位と考える

顧客要求，目標，限界，前提条件，制約条件，使用

ことができるため，設計作業単位と称する．

条件，製造条件，仕様，基準，標準，法規，環境，

例えば，前節の設計要素の洗い出し作業で適合項

使用可能な部品群，使用可能な素材群など，製品に

目Ａに要求要素 ＡＲ 1，ＡＲ２，ＡＲ３ ・・ＡＲ ｉ，

対する条件や制約を言う．

定義要素 ＡＤ1 ，ＡＤ２，ＡＤ３・・ＡＤ ｊ，確認要

定義（Definition）

素ＡＣ1 ，ＡＣ２ ，ＡＣ３・・ＡＣ ｋが見出されたと

形状，形状の制約(寸法や方向，取りうる 範囲など)，

しよう．そこで，ＡＤ２についての設計作業単位は

機構，構造，位置，使用する部品など，設計の検討

その関連を考慮し表２（太字の設計要素）のように

や決定を行う際に設計者が考える単位である．

表現することができる ．

確認（Confirmation）

Table 2

試験項目 ，評価項目，検査項目，報告項目など，設
計内容に対する明示的 または経験的な検証項目を言
う．
これらの設計要素は前節で述べた適合項目のそれ
ぞれについて，内在する要素として抽出できる．
適合項目から設計要素を抽出する際は，適合項目
そのものの内容が，要求，定義，確認のどの概念に

要求

Work unit

定義

確認

ＡＲ１

ＡＤ１

ＡＣ１

ＡＲ２

ＡＤ２

ＡＣ２

ＡＲ３

ＡＤ３

ＡＣ３

ＡＲ４

ＡＤ４

ＡＣ４

ＡＲ５

ＡＤ５

ＡＣ５

ＡＤ６

4.5. 定義間シーケンス

設計作業単位は製品開発プロセス内の独立したサ
ブプロセスとも捉えることができる．従って，設計
作業単位内の設計要素を製品の開発日程上 に配置す
ると，この属性を明確に表現することが出来るよう
になる．このような形式の図を設計作業単位シーケ
ンス図と呼ぶこととした．
図５では，表２で示した設計作業単位を構成する
要素を開発日程上 に配置しそれらの要素間 のシーケ
ンスを明らかにしている．実際の製品開発では同じ
定義や確認作業を繰り返し行い設計の完成度を高め
ていくケース が多々ある．そのような 場合は，その
繰り返し作業を素直に本図に表現することが大切で
ある．定義要素が要求要素に働きかけることもある
ため，矢印の方向は必ずしも一方向にはならない．

適合項目Ａに見出された定義要素をＡＤ1 ，ＡＤ２，
ＡＤ３・・Ａ Ｄi，適合項目Ｂに見出された定義要素
をＢＤ 1 ，ＢＤ ２ ，ＢＤ３ ・・Ｂ Ｄj, 適合項目Ｃに
見出された定義要素をＣＤ 1，ＣＤ２ ，ＣＤ３・・Ｃ
Ｄｋとしたとき，これら全ての要素を日程上 に配置

し，定義要素間のシーケンスを表す図が定義間 シー
ケンス図である（図７）．
定義間 シーケンス図では製品開発プロセス中の全
ての定義要素が表記対象となるが，20 から 30 程度
の構成部品を持つ製品でも定義要素数は 100 前後と
なる可能性があり ，シーケンスを正確に記述するの
が難しい作業となってしまう．従って，定義間 シー
ケンス図を用いてシーケンスを表す場合は，少数の
限定的な定義要素間のシーケンス を表す目的で用い
ることが 妥当であり，製品設計プロセス全体を対象

開発日程

とする場合は定義要素の厳密な順序を知るというよ
りも，むしろ 定義要素を実行フェーズごとに大まか
にグルーピング する（図中のＦ１，Ｆ２, Ｆ３，

AR1

この場合，矢印はあっても 無くても良い）目的で用

AR3

いるべきであると考えられる．

AR5
AD2
開発日程

AC1
AC4
AD1
AD2
Fig 5

Work unit sequence

同様の作業を，全ての適合項目内の全ての定義要
素に対して行うことにより ，プロセス全体の設計作

AD3
AD4

F2

BD1

業単位と設計作業単位 シーケンス 図を作ることがで

BD2

きる．図６に示すように，このようにして 製品開発

BD3

プロセス は複数の設計作業単位に分解され，積層的

CD1

に表現することができるのである．

CD2

製品開発プロセス

F1

F3

Fig 7

Definitions sequence

4.6. 定義間関係図
設計作業単位
設計作業単位
設計作業単位

前述したように ，定義要素が増えてくると定義間
シーケンス図を用いて全ての定義間のシーケンスを
表そうとすると定義間 の関係が複雑に交錯してしま
い，理解しにくい図となってしまう．このような定

Fig 6

Laminated expression of the engineering

義要素間 の関係を表すには ，全体的なシーケンスを

process by the work units

意識しないで定義要素間の参照関係を明らかにする

ことのできる定義間関係図を用いる．

例えば，表３上の定義要素ＡＤ２ に対する定義モ

図７の定義間シーケンス 図と同じ内容を定義間関

デルを作成する場合，このダイアグラムよりＡＤ２

係図に記述したのが表３である．第一列と第一行に

が参照する他の定義要素 はＢＤ３ ，競合関係にある

ここまでの分析で見出した適合項目と定義要素を同

定義要素はＣＤ１であることがわかる．また，ＡＤ

順に並べている．第一列に示した定義要素を決定す

２ の設計作業単位（表２）よりＡＲ１ ，ＡＲ３ ，Ａ

るにあたって ，第一行 のどの定義要素を参照する必

Ｒ ５ の３つの要求要素とＡＣ１ ，ＡＣ４ の２つの確

要があるかを表中の○印で示す．

認要素を関連する設計要素として導くことができる．

また，競合関係にある定義間関係（機能面を考え

これらの 要素を２次元空間上に配置し，その配置関

ると大きくしなければならないが ，レイアウト を考

係によって相互の 関係をモ デ ル化するのである．

えると小さくしなければならないというような 複数

（図８）ここで，片側に矢印がある 線は参照関係を，

の定義要素間 の相反する関係）にはＣ（コンフリク

両側に矢印がある 線は上述のコンフリクト 関係を表

ト）マークを記入する．

している．

Table 3
AD1
AD1

AD3

AD4

BD1

BD2

BD3

CD1

×

○

Ｃ

○

×

AD4

○
×

BD1

○

BD3

CD2

ＡＲ３

ＡＤ２

ＡＲ５

Ｘ

Fig 8

×
×

ＡＣ１

ＡＣ４
ＢＤ３

○

る設計のロジック上の矛盾を発見することができ，
しばしば 足りない 要素や余分な要素，新たな関係を

×
Ｃ

Definition model

このモデル 化によって，頭の中で漠然と描いてい
×

Ｃ

ＣＤ１

Ｃ

BD2

CD1

ＡＲ１
CD2

×

AD2
AD3

AD2

Definitions relation diagram

○

×

定義間関係図は製品開発プロセス全体に対して作

見出すことになる ．このモデルを使った思考作業に
よって設計ロジックの洗練化と合理化 を得ることが
できるのである．また，この結果を定義間関係図に
フィードバックすることにより，定義間関係図 をよ

成することもできるし ，定義間シーケンス 図で認識

り完成度 の高いものにすることができる．図８では，

したフェーズ毎に作成することもできる．

ＢＤ３はＡＤ２へ直接影響を与えるのではなく 新た

このダイアグラムは，製品設計 プロセス上に存在

な定義要素Ｘを介して影響を与えるという 関係が見

する定義要素間の全ての参照関係 を表すことができ

出されたことを示しており，この修正は定義間関係

るが，この表の上で直接，定義要素間 の参照関係の

図（表３）へフィードバックされなければならない．

整合性を整えるのはかなりの集中力を必要とする難
しい作業となるはずである ．最初は直感的 に○，Ｃ
を配置し，次に説明する定義モデルによる 検証結果
を本ダイアグラム へフィードバック することにより，
定義間の参照関係の記述を信頼度 の高いものにして
いくことができると考える．

5.
5.1.

実施例
分析対象

本稿では，筆者が設計経験を有する自動車用前照
灯（ヘッドランプ ）に対し，ＲＤＣモデル による分
析・記述を行った結果を報告する．図９に自動車用

4.7. 定義モデル
定義モデル は，一つの定義要素 に注目し，その定
義要素へ影響を与える要求要素と確認要素（設計作
業単位に記述）と他の定義要素（定義間シーケンス

前照灯とその 周辺部品の側断面の概略図を示す．自
動車用前照灯 はバルブ （電球）から発せられた光を
反射鏡によって車両前方に向けて反射させることに
よって，自動車の前方を照らし出す．バルブには一

図と定義間関係図 に記述）をその 参照関係を考慮し

定の寿命があり，寿命が来ると自動車 や前照灯自体

て配置することにより モデル化して表記したもので

を分解することなく，前照灯後部 よりバルブ交換作

ある．

業を行う必要がある．本稿では，この交換作業（サ

5.3.

ービス作業）を可能にする バルブ の位置決定に至る
ＲＤＣモデルを説明する．

設計要素と設計作業単位

ここからの 作業は，バルブ位置を決定するための
分析と記述を実施した．

ボンネット

まず表４の適合項目より，バルブ位置の決定に影

空き
スペース

響すると 経験上考えられる項目を選び出した．（表
中の太字部分）これらの適合項目 について設計要素

バッテ

ヘッド
ランプ

の洗い出しと設計作業単位の関連付けを行った．

リ

バルブ

設計要素の抽出事例として，適合項目の一つであ
る

サービス性

に対する設計要素を表５に示す．

自動車用前照灯の場合，大まかに 言って灯体そのも

光
ラバー

バンパ

ラジエタ
シュラウド

Fig 9 Motor vehicle head lamp

5.2.

適合項目

自動車用前照灯 について見出した適合項目を表４

のの交換作業とバルブ の交換作業 を限られたスペー
スの中で確実に行うことが

サービス性

に対する

適合性であり ，その設計要素の全てをこの表の中に
見出すことができる．
表５の設計要素の中で

バルブ 位置

という 定義

要素に注目し，この定義要素に関して設計作業単位
を求め，表中に太字で表示した．

に示す．ここで，ある適合項目をさらに複数の適合
項目へと分解した方が，以降の分析作業を進めやす
いと思われるものは２次の適合項目として 適合項目
の分解を行った．
Table 4

１次の適合項目
デザイン
灯体内部構造
配光目標
コスト目標
車両レイアウト
外観品質目標
エイミング要件
顧客試験基準
顧客組立工程
顧客品質基準
公差目標
自社品質基準
金型加工要件

部品成形要件

部品加工要件

自社組立工程
自社試験基準
自社工程内検査装置

サービス性

Table 5

Work unit (service‑ability)

要求

定義

確認

バッテリ

灯体形状

灯体交換作業性

Objects to adapt of

ラジエタシュラウド

灯体固定位置

ﾊﾞﾙﾌﾞ交換作業性

motor vehicle head lamp

ワイヤハーネス

ラバー形状

ラバー再組付性

ラジエタ

電球固定金具

車戴工具

バルブ位置

２次の適合項目

締結ネジ

（適合項目：サービス性）

同様に，バルブ位置の決定に影響する他の適合項
目について，設計要素の抽出と設計作業単位への関
連付けを行った（結果は省略する）．

5.4.
レンズ
リフレクタ
ハウジング
レンズ
リフレクタ
ハウジング
レンズ
リフレクタ
ハウジング

定義間関係図

ここまでの作業で洗い出した定義要素を定義間関
係図にまとめ，定義要素間 の参照関係とコンフリク
トの検討を行った．（表６）
定義間 シーケンスの作成は定義間関係図 と同義の
ため省略した．

Table 6

5.5.

Definitions relation diagram of the head lamp

定義モデル

図１０の定義モデルは，定義間関係図（表６）の
サービス性

適合項目中 の

バルブ位置

の定義

モデルを示している．表６に示された参照関係より

バルブサービス穴 位 置 を，また 設 計 作 業 単 位（表
５）からバルブ位置に対する要求要素であるバッテ
リ，ラジエタシュラウド，ワイヤハーネス ，ラジエ
タを参照要素としてバルブ 位置が導かれる 設計ロジ
ックがその配置関係によって記述されている．さら
に，定義間関係図 によって見出された競合関係にあ
る他の適合項目に属する３つの

バルブ位置

定義

要素も示されている．
モデル を構築する過程で，見落としていた設計要
素

空きスペース

が補完され，設計ロジック上の

矛盾やあいまいさが排除された ．この場合，
Fig 10

Definition model of the head lamp

ビス性

適合項目内の

バルブ 位置

サー

定義要素は，

特定の位置を示すものではなく ，空きスペースの制

これまでの製品開発プロセスや手法を再考するため

約を受ける任意の領域，すなわちバルブを置くこと

の作業基盤を提供する．

が可能な範囲であるとの定義の厳密解を得ることが

例えば，設計作業単位（表２）は製品開発プロセ

できた．また，適合項目による 切り分けによって，

スを作業の単位ごとに

競合関係 にある定義要素が定義モデル内に個別に表

連続した流れで表すことにより ，そのプロセスが筋

示された ．この競合関係にある 定義要素群 は設計最

の通った手続きとなっているかを検証する手がかり

適化の検討対象領域と考えることができる ．このよ

を与える．プロセスの分析者は，しばしば ，必要と

うなプロセス内に内在する競合関係を正しく認識し，

思われる 確認要素が存在しない ，存在しても的確な

必要であればオフライン環境での研究で最適解 を得

タイミングに定義作業に対してフィードバック を与

る努力を積み重ねていくことにより ，実際の製品開

えていないなどといった既存のプロセスに内在する

発プロセス（オンライン）における設計品質は著し

課題に気付くことになる．

く向上すると考えられる．

要求→定義→確認

という

設計作業単位はまた ，コラボレーション の可能性
を検討すべき プロセスの範囲を示していると考える

6

ことができる ．設計作業単位内 の各設計要素に製品

考察

開発の関係者情報 を付加すれば ，コラボレーション
ＲＤＣ モデルによる 製品開発プロセスの分析と記

環境を構築する際の，作業目的に応じた必要最小限

述の研究を開始して１年半が経過し，本稿で報告し

の作業グループを把握することが出来ると考えられ

たヘッドランプの事例を含め，本論文執筆時点 での

る．

ＲＤＣモデル による製品開発プロセス分析・記述事

このほか，開発作業単位はプロセスに内 在する

例は，自動車部品 ，製造機器，情報通信機器，金型

数々の問題を単純化し浮き上がらせる効果がある．

の４品目，９製品となり，製品開発プロセスが要求

例えば，ヘッドランプ への適用事例（表５）におい

要素，定義要素，確認要素の３種類の要素によって

ては ，

分解しうるという 仮説の検証を含め，本手法が広い

る

範囲の製品開発プロセスに対して有効であることを

際し考えるべき範囲を規定する．（この個別問題に

確認できた．

ついては 様々な解決方法を考え得るが，それを 議論

ＲＤＣ モデルによる 製品開発プロセスの明示化の

交換作業 が可能な位置 へバルブを 配置す

という個別問題に単純化し，この問題の解決に

するのが 本論文の主旨ではないのでここでは省略す

意義は，プロセスそのものを論理化 し洗練させると

る）．また，設計作業単位 シーケンス図（図５）は，

いう，本質的 な意味での設計ロジックの強化が期待

製品の開発期間短縮を推し進めるに 当たり，必要と

できるところにある．

される個々の改善策の適用枠として 捉えることがで

設計プロセスはその 大部分が人の頭の中にある暗

きる．このような 問題の単純化 は，３次元ＣＡＤを

黙の手続きである．このような 暗黙の手続きは人の

中心としたデジタルツール といったコスト と時間を

短期的な記憶力の限界によって大変煩雑なものとな

費やす設備の導入に対し，個々の設計作業単位 が抱

っている 可能性が高い．認知心理学的な立場から言

える個別課題に対する解決策としての明確な動機付

うと人の短期的な記憶能力では７±２程度の事象し

けを与えるようになるはずである．

か一度に処理することができないと 言うが

5）

，設

定義間 シーケンス図（図７）は製品開発 の各フェ

計プロセスのような長大なプロセス全体を，暗黙の

ーズ内の作業を整理することを 助ける．ＲＤＣモデ

ままで，すなわち頭の中だけで 整理し最も適切なロ

ルはプロセスの現状をありのまま捉えることを 目的

ジックを持って実行することは ，人の能力の上から

としているため，定義間シーケンス 図上で行われる

も大変困難なことなのである．

定義要素 のグルーピングも時間軸上の同位置にある

ＲＤＣ モデルは，その長大な暗黙プロセスを設計

要素を同一グループとすることになる．しかしなが

者の頭の中から取り出し，明示的に記述することを

ら，たとえば Pahl と Beitz

可能にする．また，ＲＤＣモデルの数々の図表は，

設計フェーズ（製品の役割の明確化 −概念設計−実

その記述過程でプロセス上に存在する論理的な矛盾

態設計−詳細設計）などに 従って定義要素 を再整理

を否応無 く取り除くことを設計者である分析者 に求

することは製品開発プロセスを再構築する上で有益

める．この作業によって，煩雑なプロセス はより合

な試みであるかも知れない．

理的な手順に再構成されるのである．

6）

によって提案された

定義間関係図(表３)や定義モデル (図８)による設

さらにこの 他の価値として，ＲＤＣモデルの作成

計プロセスの明示的な蓄積と標準化 は，３次元ＣＡ

過程で生成される 図表は，そのそれぞれにおいて，

Ｄの形状作成履歴 の保持機能や製品データ 管理ツー

ルの発展も手伝って，作図やモデリング手順の再利

8

用の試みを促すことになるであろう ．
また，蓄積された設計プロセスは強力な設計ナビ
ゲーションシステムの土台となる可能性もある．
さらに ，近年行 われている設計上 の意思決定や問
題解決支援に関する多くの研究

7）〜 9）

ー工学に基づくプロセスの記述

10）

やオントロジ

は定義モデルに

よって隔離された 作業範囲における設計支援ツール
として有効である 可能性が高い．今後，これらの研
究との連携も進めて行く必要があろう.
製品開発プロセスの明示的な記述とそれに関連付
けられた 製品開発情報全般 のアーカイブ化は，人か
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