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     This paper proposes an integrated product model which can manage its topological structure and internal 
dependencies. Based on the product model, a designer can describe a design process of decision makings and 
design rationale in a product development process. The product model is formalized as a network model which 
consists of (1) entities, (2) attributes, (3) interfaces, (4) hierarchy relationships, (5) constraints, (6) calculation 
flows, and (7) design layers. Based on the product representation, the design process is modeled as a network 
model of design actions which are composed of (a) decomposition, (b) division, (c) interface instantiation, and 
(d) attribute calculation. A bicycle is designed by implemented proto-type system. The result concludes that the 
proposed model and method can manage the difference of the product topological structure and attribute infor-
mation, and assist try-and-error activities in design process.  
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1．はじめに 

1.1 製品情報の記述の重要性と課題 
 近年，製品開発に対する要求領域の拡大と高度

化（環境対応，サービス化，メカトロ化など）の

結果，エンジニアが扱うべき情報は複雑化・多領域

化している．各エンジニアが検討すべき領域に集中

し，なおかつ製品開発を効率的に進めるためには，

設計内容や決定事項を，異なる領域のエンジニアに

伝達することが求められる． 
 この製品の設計開発における情報共有・管理のた

め，様々な情報技術を用いたツールが開発されてい

る．CAD（Computer Aided Design）や STEP
（STandard for the Exchange of Product model data），

PDM（Product Data Management），BOM（Bills of 
Material）は，形状や構成，および仕様といった，

設計において決定した結果情報を主な管理対象とし

ている．しかしながら，効果的な設計開発マネジメ

ントのためには，決定した結果としての製品情報だ

けでなく，意思決定の順序や論理的根拠を扱う設計

のプロセス情報もまた重要である．なぜなら，例え

ば設計変更が，どのような性能や特性に影響を及ぼ

すかを知ることが重要であるが，決定の結果情報の

みから推測することは困難であるからである．設計

における意思決定の手順や論理的根拠とともに製品

情報を記述することができれば，設計変更の要求に

対して，意思決定を遡ったり，影響を受ける範囲を

調査・獲得したりすることが期待できる．その結果，

過去に設計した製品情報の再利用を容易に行うこと

ができたり，容易な設計変更によって，多くの派生

案を生成し比較検討を行う試行錯誤を加速したり，

といった支援を可能とすることが期待できる． 

1.2 製品情報モデルの既存研究と問題点 
 設計における対象表現の研究を振り返る．吉川ら

の一般設計学 1)2)において，設計を一般的に実体お

よび属性，機能などの抽象概念を用いた集合演算と

写像で論じる公理系が整理された．また Suh は設計

を必要機能と設計変数の往復によって説明し，独立

公理・情報公理を提案した 3)．Paul & Beiz は製品機

能を情報・信号・物質の流れの変換と捉えたモデル

によって製品を表現している 4)．一般設計学から，

挙動とフィジカルフィーチャに着目した機能モデル
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論 5)6)7)と設計過程表現 8)9)10)の研究に発展し，近年で

は CAD を中核とした取り組みとして，形状情報に

履歴を記述する手法 11)，詳細化において寸法などの

情報を伝達する仕組み 12)13)，CAD のモデリング手

順書の作成 14)，文書から設計文脈情報を取り出す手

法 15)16)，要求・設計・チェックに着目した手法 17)18)，

設計手順書の自動生成 19)が提案されている．このよ

うに設計意図を 3 次元 CAD に記述しようとする試

みは多く取り組まれているものの，設計ノウハウが

互換性の不十分な 3 次元 CAD に過度に依存してし

まうことにはリスクが伴うと指摘されている 20)．こ

のため，3 次元 CAD と独立した設計知識の管理手

法が求められている． 
一般的に，製品開発全体のコストは，設計の上流

段階においてその殆どが決定され，下流になるほど

コスト削減の機会は減少する 21)22)．このため設計の

進行に伴った設計上流と下流の整合性や，根拠情報

の整合性を保障できる情報管理が求められているが，

これらの要求を満たす製品定義手法は実現化されて

いない状況にある． 

1.3 本研究の着眼点と目的 
 著者らは，設計の初期段階から詳細段階まで開発

の進行に合わせて成長し，意思決定の手順や論理的

根拠を記述可能な製品情報モデルがあれば，設計の

結果情報だけでなく，設計プロセスも記述できるの

ではないかと考えた．設計の進行に伴い製品の情報

は，1)構成要素と相互作用の増加によるシステムと

しての複雑性（製品の位相構造の情報）の増加と，

2)材質や寸法といった数値的な情報（製品の属性と

その依存関係情報）の増加，という両面で増加する．

このため両者を同時に記述可能な製品モデルが必要

であるが，既存研究および筆者らの先行論文 23)24)で

は，部分的な提案に留まっているため，本論文で提

案することを試みる．なお本研究では，製品の位相

構造とは，製品における各構成要素の繋がり方によ

って決定される構造（接続形態）として定義する． 
更に提案する製品情報モデルに基づき，製品情報

を一元的に管理することで，開発の流れに沿って多

様な設計案を管理し，統合的評価を可能とする「製

品の設計開発マネジメント環境」のプロトタイプ・

システムを実装し，有効性を検証する．  

2．製品の位相構造と属性の依存関係を表現 

可能な製品情報の記述モデル 

2.1 製品情報モデルの定式化 
 現行の３次元 CAD に代表される形状情報を中核

としたモデルだけでは，実際の設計に求められる要

求や性能，機能を記述することは困難である．また

製品とは，様々な部分を組織化した全体という側面

を持ち，システムを構成する．よって製品情報を定

義するためには，構成要素が持つ属性情報と，製品

全体の位相構造を同時に記述することが必要である． 
 そこで，集合と写像演算を用いた属性情報と位相

構造の情報モデルを提案する．図 1 に，製品 P を定

義するモデルを示す．実体 E，属性 A，依存関係を

表す制約 C をノードとし，インタフェイス I，計算

フローF，階層関係 H，所属関係 R をリンクとし，

設計レイヤーL にて階層毎に整理したネットワーク

によって，製品を定義する． 
製品 P の全体は，以下の集合を用いて定義する． 

{ }RHFILCAEP ,,,;,,,=   ・・・(1) 

 ここで製品を構成する部品などの要素は，実体 E
によって表現する．また，実体を説明する属性

（値）を，属性 A によって表現する．実体と属性の

定義は，一般設計学 1)の定義を基礎とし，拡張する

ことで以下のように定義する． 
(1) 実体(Entity Ee∈ ) 「もの」を認識する単位

であり，属性の集合で表現する 1)． 実体そのもの

を説明する属性，実体に対する入力を説明する属性，

実体からの出力を説明する属性が存在する．実体と

属性の対応関係は，所属関係を表すリンク R により

定義する． 
(2) 属性(Attribute Aa∈ ) 物理的・科学的，その

他何らかの手段によって認識（測定）できる「実

体」の持つ性質であり，属性値を持つ 1)．属性は，

物理量を表す数値情報と単位や，材質・型番などの

文字列情報，3D 形状情報，および 3D 形状情報に関

連する寸法やパラメータ情報，配置関係の情報を，
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3D-CAD システムとは独立した形で保持する． 
配管を対象に，実体と属性を用いて記述した例を

図 2 に示す．実体として，パイプという存在を考え

る．パイプの持つ長さや材質，直径といった値が，

測定可能なパイプを説明する値として考えられ，属

性として定義される．また，３D 形状モデルを属性

として扱い，定義する． 
 製品の構成や要素の繋がりは，接続を表すインタ

フェイス I および階層関係 H により表現する．  
(3) インタフェイス(Interface Ii∈ ) 実体と実体の

接続を表す．インタフェイスも実体同様，属性と属

性値によって説明する．インタフェイスは物質・信

号・エネルギーの流れを持ち，流れは名称と方向お

よび属性(値)で説明される．すべてのインタフェイ

スは２つの実体間に定義される． 
EEI ×⊆        ・・・(2) 

(4) 階層関係(Hierarchy link Hh∈ ) 実体・インタ

フェイスは，階層関係により定義される親子関係を，

has-a の関係として持つ．初めに定義した実体以外

の全ての実体とインタフェイスに，親となる実体/イ
ンタフェイスが定義される．階層関係のみを取り出

したネットワークは木構造となりループを持たない． 
IIIEEEH ×∪×∪×⊆    ・・・(3) 

(5) 設計レイヤー(Layer Ll∈ ) 設計の範囲を明言

し，設計を部分的な製品情報の操作に分解するため，

設計レイヤーを定義する．同一の設計レイヤーに所

属する情報は，同一の設計段階において設計対象と

なる纏まりを表す．設計レイヤーは，実体と制約の

集合から構成される． 
{ } CCEECEl ssss ⊆⊆= ,,,   ・(4) 

設計は，着目する設計レイヤー（Focus layer）に対

する情報操作の繰り返しによって進行すると捉える．

着目する設計レイヤーに関連する情報を持つが，着

目しない設計レイヤーは，コンテキストレイヤー

(Context layer)と呼び，着目する設計レイヤーに対す

る制約や前提条件を与える．Focus layer に相当する

情報の例として，企業の単位や，同一企業内で該当

する部分に設計責任を持つ部署などが挙げら

れる．Context layer に相当する情報の例とし

て，関連する他部署や，共同開発を進める他

企業などが挙げられる． 
 インタフェイスと階層関係を用いて，製品

の階層ネットワーク構造を記述した単純な例

を図 3 に示す．海水を汲み上げる目的の「取

水システム(Water drawing system)」として，

取水部(Water intake)，ポンプ(Pump)，バルブ

(Valve)と配管接続(Pipe1，Pipe2)からなる構造

を定義した例を示す．取水システムを親とし

て，パイプをインタフェイスとする，取水

部・ポンプ・バルブの接続構造が表現されている． 

2.2 製品の属性情報の決定プロセスの表現 

 設計の手順や意図・根拠を表現するためには，前

節までの製品情報モデルにおいて，実体や属性がど

のような情報に基づき，どのような根拠に基づいて

定義されたのか，という情報を記述する必要がある．

そこで属性情報に対する決定の過程を記述するため

に，属性間の関連情報を記述するノードである「制

約」，および計算の前提条件や結果情報といった関

連を表す「計算フロー」を用いてモデル化する． 
(6) 制約(Constraint Cc∈ ) 属性と属性の間の関

連，つまり属性値を決定する数式やチャート，目標

値の割り付け，形状間の配置の関係，解析とチェッ

クや，意味的関連を表現する．制約に従って属性値

を決定する行為を，タスクと呼ぶ． 
(7) 計算フロー(Calculation flow Ff ∈ ) 計算フロ

ーは有向リンクで記述し，制約と入力属性，および

出力属性との関係を表す．制約は計算フローを介し

て属性に接続される．属性と制約，および計算フロ

ーの接続構造を，制約ネットワークと呼ぶ． 
 本研究では，属性の依存関係とは，この制約によ

って関連付けられた属性間の関係であると定義する． 
制約と計算フローを用いた設計行為のモデルの例

を，図 4 に示す．図 4 は，「実体「取水部」の属性

「深さ」によって，実体「バルブ」で取り出せる水

温が決まり，両者の関係はチャート（深さと水温の

分布を表す）によって決まる」という属性間の関連
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の具体例を表現している． 
 属性を決定する設計の行為は，制約と

計算フローを用いれば，以下①のように

整理できる． 
①属性に対する設計行為＝ 

前提条件に従って，設計タスクを実行し， 

設計結果を得る行為 

 ここで属性に対する設計行為の前提条

件とは，設計タスク実行時に確定してい

る制約ネットワークにおける，上流の属

性値を意味する．また，設計タスクとは，

制約が保持する情報に従い，出力側の属性値を計算

する行為を表す．設計結果とは，タスクの実行の結

果，確定した属性値を意味する． 
 図 1 に示す一般化された製品モデルを用いれば，

制約c の入力属性を{ }kaaa ,,, 21 ⋅⋅⋅ ，出力属性

を{ }sa とすると，入力属性から出力属性を得る制約

c の演算は，以下の写像関数で表せる． 
{ } { }( )sk aaaaMapc ,,,, 21 ⋅⋅⋅=   ・・・(5) 

式(5)の定義を用いれば，属性 sa の決定根拠は，制

約 c に定義された写像関数と入力属性である，と記

述できる．  

 以上に示した製品モデルは，設計の進行に伴う製

品情報の増加をマネジメントするために，以下１）

２）の性質を備えている． 
１） 製品情報を，レイヤーおよび階層リンクを用い

て，必要に応じた詳細度で定義することで，自

由に段階的に詳細化させることが可能である 
２） 詳細化の処理を定式化することで，上流のイン

タフェイス情報を，下流のインタフェイス情報

に継承させ，詳細化における階層関係の整合性

を確保することが可能である 

2.3 DSM(Design Structure Matrix)を用いた

制約ネットワークの構造化とループの検出 

製品を構成する属性の依存関係は，複雑に入り組

んだ構造となる．例えば設計上流においては目標仕

様など戦略的な制約が存在し，設計下流では形状同

士の拘束関係などといった詳細な制約が存在する．

製品全体の制約ネットワークを構造化するため，制

約と属性の関係を，設計レイヤー構造を用いて各段

階で記述する．取水システムの例を図 5 に示す．実

体とインタフェイスの階層ネットワーク上で制約ネ

ットワークを記述することによって，上位の属性が

制約となり下流の属性を定め，また下流の属性を定

めた結果製品全体の能力を表す上位の属性が定まる． 
 製品全体の制約ネットワークから，行と列に製品

モデル上の属性を入力し，各セルに属性間の制約を

入力することによって，DSM (Design Structure Ma-
trix25)26))を計算可能である．DSM を用いれば，設計

のタスク構造を分析することが可能である．表１に，

タスク構造を分析した結果を示す．例題として，図

5 に示す製品情報を用いている．DSM に確認される

灰色部は，設計タスクにおける属性間のループ構造

を意味している．このループは，相互に関連する属

性同士の問題の構造を表している．具体内容として，

取水部を深くすればするほど冷たい水が得られるが，

流量が減り冷却容量を満足できなくなるため，深

さ・水温・流量は同時に決定する必要がある，とい

う問題を表している．製品モデルと DSM を組み合

わせることで，属性構造の設計プロセスの全体を分

析し，設計が困難となりうる部分を事前に計算し把

握することが可能となる． 

2.4 製品の位相構造の決定プロセスの表現 

 設計の進行過程においては，前 2.2 節に述べた具

体的な属性値が確定していくプロセスだけでなく，

製品を構成する要素の種類や数，および要素間の繋

がりが増加し，システムとして複雑性が高まるプロ

セスが存在する．この複雑性の増加のプロセスを，

実体とインタフェイスで表される製品の位相構造の

詳細化によってモデル化する． 
 位相構造の詳細化のプロセスを，設計対象の認識

があいまいな（＝未定の）状態から，具体的な（＝

決定された）状態へと順次段階的に推移していく過

程として捉えれば，設計の進行に伴い実体とインタ

フェイス情報を増加させる操作によって，製品情報

が段階的に成長するモデルで説明できる．製品のシ

ステムとしての構造の複雑化を，システムがサブ・

システムへと分割あるいは詳細化され，システムの

Table 1 DSM (Design structure matrix) 
calculated based on product model 

No. Entity Attribute 1 2 3 4 5 6
1 Pump max power
2 Water drawing system cooling capacity
3 Pipe 1 diameter
4 Water drawing system flow volume ○ ○
5 Water intake depth ○ ○ ○
6 Valve temperature ○
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認識が細かくなり，入出力の数が増加していくプロ

セスとして捉える．システムの認識を複雑化する操

作によって，実体とインタフェイスの数は段階的に

増加する．設計者は，上流と下流のインタフェイス

との間に，階層関係の整合性が取れているかどうか

を確認しながら，設計を進める必要がある．設計の

複雑化に伴い，位相構造の追加・変更とループの検

出に必要な計算量は，実体の数 n に対して最悪の場

合，指数関数的に増加する．このため，人手に頼っ

た整合性確認では，上流で決定したインタフェイス

情報が下流に受け継がれない等といった不整合が残

される恐れがある．そこで本研究では，整合性の取

れた製品の位相構造の生成を支援するため，(A)詳
細化(B)分割(C)インタフェイスの実体化，の操作ア

ルゴリズムを提案する． 
(A) 詳細化(decomposition) 
ある実体概念を詳細に説明する下流概念を新たに

定義する情報操作を，詳細化と定義する．詳細化の

操作は，着目している設計情報（focus layer）から，

着目部分を関連部分（context layer）から切り離した

上で，詳細な情報を定義することを意味する．実体

ke を，n 個の実体 { }nkkk
n eeeE +++ ⋅⋅⋅= ,, 21 に詳細化

する場合，生成される下位ネットワーク kesubP _
は

以下によって定義される． 
{ }outerinnernesub IIEP k ∪= ;_

， 
nninner EEI ×⊆ keneighbornouter EEI _×⊆ ・・(6) 

ここで keneighborE _
とは，詳細化前に実体 ke とイン

タフェイス接続を持つ実体集合を表す．
nE および

innerI の全ての要素の親は実体 ke となり，階層関係

が生成される．また実体 ke の下位設計レイヤーを

kl とすると，
nE および

innerI は kl に所属する． 

 詳細化の操作の例を，図 6 に示す．図 6 は，図 3
に示す製品システムにおいて，Pump を２台の

Pump1，Pump2 からなるシステムへと詳細化した結

果を表している．式(6)に従いインタフェイス Pipe1
および Pipe2 を継承して，

outerI として Pipe11，
Pipe12，Pipe21，Pipe22 が生成され，また

innerI とし

てインタフェイス Line が生成される． 
(B) 分割(Division) 

ある実体概念を分割し，新しい実体概念を生成す

る操作を，分割と定義する．分割の操作は，詳細化

と異なり，同一の focus layer 内において，詳細な情

報を定義することを意味する．分割によって，以下

に示す２種類のインタフェイスが生成される． 
① 新しく生成される実体と分割の対象となる実

体の間に，新しく生成されるインタフェイス 

② 分割の対象となる実体に接続するインタフェ

イスを複製して生成されるインタフェイス 
実体 ke を分割し，新たに実体 1+ke を生成した結果，

以下に示すインタフェイス集合 1+keI が新しく生成さ

れ，基の製品モデルと実体 1+ke が接続される． 

{ } { } { }11
_1

++ ×∪×⊆+
kkk

eneighbore eeeEI kk ・・(7) 

ここで keneighborE _
とは，分割前に実体 ke とインタフ

ェイスを介して接続関係にある実体集合を表す．分

割によって生成した実体 1+ke とインタフェイス集合

1+keI の全要素は，実体 ke の親実体の子となり，階

層関係が生成される． 
 分割の操作の例を，図 7 に示す．図 7 は，図 3 に

示す製品システムにおいて，Pump を分割し，新た

に Pump2 を生成した結果を表している．式(7)に示

すインタフェイス集合として，Pipe3，Pipe4，Line
が新しく生成され，インタフェイスを介して Pump2
は基の製品モデルと接続される． 
(C) インタフェイスの実体化(Interface substantiation) 

設計が進行するに伴い，インタフェイスが表現す
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る接続関係を，具体的に実現する部品などが決まる

段階が存在する．この決定プロセスを，インタフェ

イスの実体化として記述する．たとえば単なる接続

関係を表したインタフェイスに対し，接続の方法と

して具体的に配管を定め，実体として形状や仕様を

取り扱うようにする操作が該当する．インタフェイ

ス ki の実体化によって，新たに実体 ke が生成され，

新しくインタフェイス集合 
{ }k

ineighbore eEI kk ×⊆ _
    ・・・・(8) 

が生成される．ここで， kineighborE _
とは，インタ

フェイス ki の両端の実体集合を現す． 

 以上に示した操作(A)，(B)，(C)を基に，製品の位

相構造に対する設計行為を定義すると，以下のよう

に示すことができる． 
②位相構造に対する設計行為＝ 

製品の構造に(A)詳細化 (B)分割 (C)実体化を 

適用し，システムとしての複雑性を増加させる行為 
位相構造に対する設計行為の結果，構成要素とそ

の関係が新たに定義され増加し，製品のシステムと

しての複雑性が増加する．なお，設計はトップダウ

ン・ボトムアップ双方の思考過程により進行する，

という側面を持つ．提案する位相構造の操作は，設

計上流から下流へという，トップダウン方向の設計

行為を主な対象とするが，ボトムアップな思考過程

も表現できるよう，以下２点の機能により下流の情

報に基づいた上流の情報定義も表現可能である． 
１）新たに生成した上位の実体を親として指定 
２）下位の実体が所属する親実体を変更 

2.5 設計における試行錯誤の表現 

 設計において生成される情報は，意思決定の結果

である製品情報と，意思決定の根拠や順序関係を意

味する設計プロセス情報から構成される．製品情報

は，設計対象についての情報であり，設計や解析の

各段階で生成され変更が加えられる．その変化や履

歴，手順，根拠といった情報が設計プロセス情報で

ある．特に，大規模な製品やシステムを対象とした

設計では，しばしば矛盾や衝突を生じ，調整に多大

な労力が必要とされる．このため，製品情報だけで

なく，設計プロセス情報を管理することで，矛盾や

衝突が発生した際に，迅速に意思決定を遡り，異な

る案から設計を進める，という柔軟な試行錯誤を支

援することが求められる． 
 設計活動では，上流の設計レイヤーの段階で決定

した事項を考慮した上で，より詳細な検討が行われ

る．つまり，製品情報は段階的に詳細化されると言

い換えることができる．また詳細化の過程では，さ

まざまな設計案が検討され，評価された上で，最も

良いと判断できる設計案についてさらなる詳細化が

行われる．この設計の試行錯誤において生成される

様々な製品情報を効率的に無理なく支援することが，

設計システムの要件であると言える． 
 そこで，製品モデルの差分情報に着目した設計プ

ロセスの管理に着目する．差分に着目する根拠は，

多様な案を比較検討するためには，共通する情報と

異なる情報を分けて管理することが情報の一元管理

に繋がるからである．情報の一元管理が可能となる

理由は，製品情報はすべて設計行為によって定義さ

れるため，設計行為と，設計行為によって定義され

た製品情報との間には，一対一の写像関係を定義で

きるからである．情報の一元管理によって，上流に

遡って施した変更が直ちに下流に反映されるため，

容易なロールバックが実現でき，試行錯誤の支援が

可能となる．この差分管理を備えた設計プロセスの

表現を，以下に示す(Ⅰ)設計行為を表すノードと， 
(Ⅱ)設計段階を表すノード，の有向２部グラフによ

ってモデル化する． 
(Ⅰ)設計行為 (Design Action)ノード 製品モデルを

用いて定義した①位相構造に対する設計行為，およ

び②属性に対する設計行為の集合によって定義する．

差分管理の対象となる設計行為として，以下２つの

行為が該当する． 
1. 位相構造に対する設計行為：詳細化や分割，実

体の追加や削除，インタフェイスの追加や削除，

レイヤの分割や統合化 
2. 属性の依存関係に対する設計行為：制約の追加

や削除，計算フローの追加や削除，属性の追加

や削除，設計タスクの実行と属性値の変更  
(Ⅱ)設計段階 (Design Stage)ノード 設計行為(Ⅰ)を
行った結果，新たに生成した製品情報の集合により

定義する．設計段階ノードでは，該当する設計段階

における製品情報（設計行為により生成した製品情

報と，その上流のプロセスにおいて確定している製

品情報の組み合わせ）を管理する． 
 差分管理を用いた設計プロセスの記述のモデルと

例を，図 8 に示す．図 8 は，Design Action 1 として

トップの概念である取水システム（Water drawing 
system）の定義を行い，Design Action 2,3 として図 5
および図 6 に示す詳細化の操作を行うことで，詳細

な製品モデルを定義するプロセスを表している．各

設計行為に対して，その上流側のプロセスに記述さ

れる製品情報は，その根拠となる情報・前提条件を

表す．この設計プロセスのモデルを用いれば，設計

の各行為に対する論理的根拠となる情報と，決定事

項となる情報を，切り分けて管理可能である． 
 設計の過程で複数の設計解候補が考えられる場合，



 

双方の案を詳細化した上で比較検討し，どちらかに

絞り込む，という行為が行われる．このような複数

設計案の管理を，設計プロセスの分岐によって記述

する．分岐した設計案は，上流の設計段階で生成さ

れた設計情報は共通して継承し，枝ごとに異なる情

報はそれぞれが別個に管理する． 
設計プロセスの分岐の表現例を，図 9 に示す．図

9 は，図 5 に示す製品情報を Design Stage 3 として，

詳細化(Design Action 3)を行い図 6 とするか，分割

(Design Action 3’)を行い図 7 とするか，という選択

肢を分岐として表現した結果を表す．この設計プロ

セスの順序と分岐のモデルにより，候補案の迅速な

生成，およびロールバックを支援する． 

3．プロトタイプ・システムの構築と設計例 

3.1 プロトタイプ・システムへの実装 
 これまで提案し定式化した，製品モデルと設計プ

ロセス情報のモデル（図 1 および式(1)～(8)，操作

(A)～(C)）を，すべて実装したプロトタイプ・シス

テムを開発した．実装言語として，オブジェクト指

向言語である CINCOM Smalltalk 7.4 を用いた． 
プロトタイプ・システムの概観を図 10 に示す．

製品設計ツール(図 10 [A] Product design tool)は，実

体・インタフェイスのネットワークと，属性・制約

ネットワークを定義する機能と GUI を持つ．設計者

は，詳細化や分割，計算と解析，属性値の決定を，

各設計段階毎に実行可能である．具体的に，以下の

機能を実装している． 
・ 製品モデルの定義機能：実体，属性，インタフ

ェイス，制約，レイヤ，計算フローの定義＆削

除機能 
・ 製品モデルの操作機能：実体の分割と詳細化，

DSM による制約ネットワークの構造化，設計タ

スク実行機能，位相構造のコピー＆ペースト＆

削除機能，制約ネットワークのコピー＆ペース

ト機能 
プロセス設計ツール([B] Process management tool)

では，設計プロセスにおいて製品情報がどのように

定義され増加したか，という過程を記述管理する．

具体的に，以下の機能を実装している． 
・ 設計プロセスの定義機能：設計行為ノード，設

計段階ノードの定義＆削除機能 
・ 設計プロセスの操作機能：設計案の分岐生成機

能，設計プロセスのロールバック機能 

3.2 自転車の設計例の適用 
自転車を題材に，実装システムを用いて実際に設

計を行った．自転車の製品情報モデルとして，図 10 
[A] Product design tool において，価格や快適性など

のシステムレベルの要求(図 10 中 (i))から，ギヤの

スペックやフレーム構造といったサブ・システムレ

ベルの属性(ii)，形状や配置，減速比などといったパ

ーツレベルの属性と制約(iii)を，多段階に定義した

結果を示す． 
また，自転車の設計情報の内部に存在する制約関

係の全体構造を抽出した結果を，表 2 に示す．

Loop(1)は，５個の属性（Tire の damping，TireR の

diameter，Gear の gearReduction，Bicycle の speed，
Bicycle の comfort）に関係しており，乗り心地性能

とスピードのトレードオフに起因する設計ループを

意味する．また，Loop(2)は，９個の属性（Tire の

weight，TireF の cost，TireR の cost，FrameUPR の

cost，Bicycle の weight，Frame の weight，
FrameLWR の cost，FrontFork の cost，Bicycle の
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cost）に関係しており，コストと重量のトレードオ

フに起因する設計ループを意味する．ループから，

同時に考慮しすり合わせることが必要な属性群を，

設計者へ提示できることを示している． 
設計プロセス情報として，[B] Process management 

tool において，設計案の進化と分岐の過程を定義し

た結果を示す．製品情報は差分の形で一元管理さ

れる．その内容を図 11 に示す．図 10 および 11 中

[a]-[d]の具体内容は，以下となっている． 
[a] 自転車の概念要求を定義 
[b] 電動アシスト無しの構成を定義 
[c] 2 輪車用のフレーム構成を決定 
[d] 要求に合わせた詳細部品の設計 
図 11 のそれぞれの設計段階における製品情報[a]

～[d]を足し合わせると，図 10 に示す製品モデルの

全体となる．また，図 10 (1)～(3)は，設計案の分

岐によって，(1)スポーツ用，(2)女性用，(3)男性用

といった多様な設計案が検討された結果を表現し

ている．設計案(1)と(3)は，上流の製品情報 [c]の
情報を継承し，分岐することで得られた．設計案

(2)は電動アシスト・システムを採用しているため，

殆どの構成要素は異なるが，製品情報[a]から分

岐・継承し設計を進めることで得られた案である． 

3.3 適用結果から得られる考察 

 図 11 に示す結果は，設計行為によって生成され

る製品モデルの差分情報の総和によって，製品情報

全体を管理できたことを意味している．このことは，

以下の２つのことを表している． 
1) 概念から詳細まで，設計において段階的に製

品情報が詳細化し成長する過程を記述可能 
2) 差分管理に基づく情報の一元管理が機能し，

設計者は必要に応じて下流の設計操作で得られ

た情報をキャンセルすることで，設計プロセス

の上流へロールバックすることが可能 
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Fig.10 Proto-type system and bicycle design example 

Table 2 Calculated DSM based on Constraint Network 
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また，ロールバック機能を用いて，ある設計段階

における製品情報から分岐し，複数の製品案を設計

することが出来た．このことは，多様な設計案を試

行錯誤によって生成する際に，各個を新規に設計す

ることなく，必要な箇所のみ変更を加えることで要

求する設計案を得ることが可能であることを意味す

る．このことは，複数設計案の設計に際して，上流

での設計情報を継承させ設計を進めることで効率的

な案の生成を支援できる，ということを意味してい

ると考察できる． 

4．結論と今後の展望 

 本論文では，新しく，構成要素の繋がり方に関す

る情報を意味する「製品の位相構造」と，制約によ

って関連付けられた属性間の関係を意味する「属性

の依存関係」を統合的に，設計の進行に即して扱え

る設計プロセスのモデルを提案した．提案した製品

情報モデルを，設計支援環境として実装し，自転車

の設計例へ適用することにより，有効性の検証を行

った．その結果，設計の進行に伴い増加する製品の

位相・属性両面での情報を，ネットワークの成長と

して記述し，差分により管理することが可能である，

という結果を得た．この検証結果は，提案手法が設

計の試行錯誤のプロセスを支援できる，という可能

性を示している．よって提案手法は，最終的な設計

結果を中心に管理し試行錯誤の過程を残せない

BOM や 3D-CAD などといった既存手法に比べ，有

効であると結論した． 
 今日，製品開発の高度化に伴い，設計知識の再利

用の手法，および複雑なプロジェクトのマネジメン

ト手法が渇望されている．将来，提案した製品モデ

ルを用いれば，設計の意図や根拠とともに定義され

た製品情報を部分的に再利用することによって，流

用設計やコンフィギュレーション設計に代表される

ボトムアップ方向の設計支援の可能性が開ける．さ

らに陽に記述された設計プロセス情報を利用するこ
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Fig.11 Bicycle design process based on difference management 



 

とによって，複雑な製品を対象としたプロジェクト

の高度なマネジメント手法の実現に，一歩近づける

と期待する． 
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