設計品質の工程での作り込みを可能にする設計プロセス可視化
ソフトウェアの研究
（体系的 RDC モデルを利用した設計プロセスの動的な記録と共有）
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1.

はじめに

計品質の工程内での作り込みが実行され難い原因

	
  完成品検査のみによって製品の品質を保証する

となっている。

ことの困難さはかねてより認識されてきた。その
ため、製造現場においては工程で品質を作り込む

2.

という考え方が浸透し、各工程において製造条件

	
  設計プロセスを可視化する方法として実際の設

の管理と品質特性の確認作業が徹底して行われ、

計現場に普及しているのが品質機能展開（以下、

製造プロセス起因の品質問題の未然防止に寄与し

QFD）
である[1]。
QFD は顧客要求から要求品質、

ている。特に 5M と呼ばれる 5 つの特性を管理す

さらに品質特性へと展開することによって設計プ

ることが重要であると言われている。すなわち、
材料・部品（material）
、設備・機械（machine）
、

ロセスの論理展開の過程を可視化していく手法で
ある。QFD は構造がある程度定まった既存製品

作業者（man）
、作業方法（method）
、検査・測

の改良や流用設計のプロセスを分析するには優れ

定（measurement）の変化とバラツキをデータに

た方法である一方、
①分析に多くの工数を要する。

よって可視化し適切に管理することが製造品質の

②新しい発想や複数の選択肢、試行錯誤を伴う新

工程内での作り込みの根幹を成している。	
 

規製品の設計プロセスの分析には適用しづらい、

	
  製造物の品質は製造品質と設計品質に大別する
ことができるが、上述のように製造品質が工程内

など設計品質を工程で作り込むことを目的とした
恒常的なプロセス可視化手段としては運用面にお

での品質特性の管理に重点が置かれているのに対

ける課題がある。また、他にも設計プロセスの可

し、設計品質の管理は最終成果物である図面や

視化手法は複数提案されてはいるものの、実験室

CAD モデル、中間生成物である数値計算モデル

レベルでの適用に留まっていて広く普及していな

などに対するレビューやテストなどの検証に依存

いのが現状である。一般的に言えることは、複雑

している。これは、設計プロセスが設計者の頭の
中で行われる思考プロセスであり、それゆえプロ

な設計プロセスを捉えようとするこれらの手法は
設計プロセスを構成する諸要素とそれらの厳密な

セスに内在する特性の可視化や計測が難しく、設

関連を整理し記述することを目指しているため、

既存研究と課題

データ入力の手間が大きくなりすぎて日々の設計
A study of software to record a design

業務内での活用が難しいという側面がある。この

process that allows to fabricate the design

ことが QFD を始めとする既存の設計プロセスの

quality within the process.

可視化手法の適用が必須の設計品質管理工程とな
らない要因になっていると考えられる。
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  プロセスの可視化は品質を工程で作り込むため

の前提条件であるが、設計プロセスの可視化が進

基づいて、多くの作業要素と複雑な作業間関係に

まないと設計品質の工程での作り込みのための諸

より構成される設計プロセス内で作成される設計

策をプロセス内で実行することができない。そこ

情報を動的に記録していくためには、そのために

で本稿では多くの試行錯誤を伴う新製品の設計、

適切に設計されたソフトウェアが必要である。そ

既存製品の改良設計、流用設計を問わずに適用可
能な設計プロセス可視化の新しいアプローチを提

こで本稿では、体系的 RDC モデルに基づき、設
計プロセス内で作成される設計情報を動的に記録

案する。

するためのソフトウェアのユーザーインターフェ
ース（以下、UI）はどうあるべきかの検討とその

3.

解決策の提案

検討結果を実装したソフトウェアの試作を行った

	
  設計プロセス可視化の方法として体系的 RDC

ので、その状況を報告する。

モデルがある[2]。この方法は、設計プロセスを構
想設計フェーズと詳細設計フェーズに大別し、各

	
  UI を設計するにあたって、
新規の設計プロセス
が持つ以下の動的な特徴に適応し、プロセス内で

フェーズで要求定義作業と設計定義作業、および

作成される設計情報の記録が実現できることをソ

それぞれの作業に対する確認作業とそれらの作業

フトウェアの機能目標とした。

によって作成される設計情報を洗い出す設計プロ

l

セス分析手法である（図１）
。

ある作業が直前の作業の結果によって発生
し、事前に存在が予測できないことがある。

l
概念設計フェーズ
確認（CER）

確認（CCD）

外部要求

概念定義

（ER）

（CD）

内部要求

詳細定義

（IR）

（DD）

より良い設計解を探索するために一時的に
プロセスが分岐し複数の設計解が作成され
ることがある。

l

設計情報の作成が時間的に離れた何回かの
工程に分解されて行われることがある。

l

作業の循環（プロセスの後戻り）があり、一
旦作成された設計情報が削除または編集さ
れることがある。

	
 
	
  設計プロセス内を構成する作業とその作業によ
って作成される設計情報の項目数は比較的簡単な

確認（CIR）

確認（CDD）

詳細設計フェーズ

設計作業においても数百に及ぶ。さらにその実施
順序は上流から下流へと一方向のフローチャート
状に並ぶのではなく、さながら進行方向を探りな
がら連結していく神経細胞のごとく、分岐と後戻

図１：体系的 RDC モデルの設計情報種別

りを繰り返しながら増殖する複雑なネットワーク

（矢印は設計情報間の依存の方向を示す）

構造になる。フローチャート書式でこのプロセス
を動的に記述しようとすると、要素ブロックの頻

	
  体系的 RDC モデルも上述の既存設計プロセス
可視化手法と同様にデータ入力の手間が大きく、

繁な置き換えと関連の引き直しが必要になり、プ
ロセスの記述作業自体に多大な作業工数が発生し

また過去に実施された設計プロセスを整理して記

てしまう。この記述作業を設計者が行おうとする

述することには有効な方法であるものの、現在進

と、設計者は設計作業そのものと設計プロセスフ

行している設計作業への動的な適用方法は提案さ

ローチャートの作成と編集という２つの作業を同

れていなかった。体系的 RDC モデルの考え方に

時平行で進めることになり、設計作業そのものへ

の注力が削がれてしまう。また、作業効果が実感

要求認識作業により得られた外部要求リストが表

できないと同時平行でプロセスをフローチャート

示され、設計者はどの要求を考慮して設計情報を

化しようというモチベーションも生まれない。こ

作成したのかを記録できるようにした。この関連

れらのことから、以下の非機能要求の存在を示唆

は後に新たな外部要求が記録された場合には更新

することができ、これらを満足するように UI の
設計を行うことも重要と考えられる。

することができる。この工夫の結果、タイムライ
ン上に記録された概念定義の外部要求への依存関

l

設計作業そののを阻害しない。

係が入力順序に関わらず記録される（図３）
。

l

設計プロセスを記録することの効果を実感

概念設計タイムライン

しながらソフトウェアを利用できる。

ER

入力順序
	
  以上の機能要求と非機能要求を満たすソフトウ
ェア UI のコンセプトとして、設計作業の結果と

CD

して作成される設計情報をそれらの関係を意識す
ることなく、ひとまず発生順に時系列に記録して

ER

しまうタイムライン方式を採用することにした。

ER

この時、無分別に情報を記録するのではなく、体
系的 RDC モデルの作業分類に従って記録する設
計情報を類別するための選択メニューを用意する

図３：	
  概念定義と外部要求の関連

ことにより、記録しようとしている作業の種類を
申告しながら設計情報の記録が行えるようにした

	
  また、確認作業は記録済みの特定の設計情報に

（図２）
。また、確認情報については確認項目の発

対して実施されるため、確認対象となる設計情報

生と確認作業の結果作成される情報の発生には時

を指定することにより確認情報の記録メニューが

間差があるため、これらは個別に入力ができるよ
うにした。

表示されるようにした。確認作業の結果作成され
る情報は確認対象となる設計情報への依存性が高

概念設計タイムライン
・ 外部要求（ER）
・ 概念定義（CD）
・ 確認

いので、入力日時に関わらず確認対象設計情報の
傍に表示されるようにした（図４）
。
概念設計タイムライン
ER

	
  図２：	
  タイムライン入力時の選択メニュー

CCD

CD
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  図１に示した体系的 RDC モデルの作業要素分
類によって類別された各設計情報は体系的な設計
思考過程に沿った依存関係を持っている。個々の
設計情報の入力時にはこの依存関係に従って、入
力済みの設計情報の中から依存関係にある設計情
報の候補を表示することにより、考慮すべき情報

CER

ER

CER

ER
図４：	
  確認情報の入力

の把握を支援しつつ新たな設計情報の記録ができ
るようにした。例えば、概念定義作業により作成

	
  タイムラインへの記録した設計情報は編集可能

された設計情報の入力時には既に入力済みの外部

であり、改訂によって情報を徐々に熟成させてい

くことができる一方、同一分類の情報をいくつで

への統合が行われる[3]。本稿で述べてきたソフト

も記録できるため、設計案や作業途中の設計情報

ウェア UI においても、様々なサブシステムの設

も保存しておくこともできるようにした。

計に関する設計情報をどのように統合すれば一つ

	
  詳細設計フェーズのタイムラインは概念設計タ

のメインシステムとしての成立性を確保できるの

イムライン内に記録された概念定義情報より作成
するようにした。すなわち一つ一つの詳細設計タ

か、またそのための UI はどうあるべきなのかは
今後の重要な検討課題である。また、オープンソ

イムラインは一つの概念定義に依存しており、こ

ースソフトウェアの開発では複数の開発者が同じ

れにより詳細設計が行われているコンセプトを容

ソフトウェアを再開発しないという思想に基づき、

易に識別できる。複数のコンセプト案が提案され

既に品質が検証されているソフトウェアコードの

ている場合には、詳細設計フェーズに進んだコン

流用が奨励されるが、過去に記録された設計情報

セプトを識別することにより、どのコンセプトが
選択されたかを認識することができる（図５）
。

に対する検索機能は品質検証済みの既存の類似設
計事例をその履歴を含めて速やかに探し出すのに

概念設計
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タイムライン
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役立つ。
	
  設計品質を工程内で作り込むという点において
は、筆者らは設計の確からしさを設計上の意思決
定の状況を指標化することで定量化することを提

CDD

案した[4]。このような設計情報の確からしさを数
値化する仕組みを本ソフトウェアに組み込むこと
により、設計品質の動的な把握が可能になる。

図５：	
  詳細設計タイムラインの依存関係

	
  設計プロセスの動的な可視化が実現されれば、
製造プロセスにおける５S に相当するような設計

	
  以上の工夫により、表面的には設計作業によっ

品質に影響を及ぼす特性への理解が進み、それら

て作成された設計情報の記録場所として利用し、
利用することによって徐々に設計情報と設計情報

を計測する方法の研究が進展することによって、
より優れた設計品質特性の動的管理手法が考案さ

間の関連が記録されていくソフトウェアが実現さ

れるであろう。

れた。
5.
4.

今後

	
  現在、本稿で説明した考え方に基づくソフトウ
ェアの実装が進められており、今後は実際の設計
現場での利用を通じた有効性の検証に移って行く。
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