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システムとは

• システムは様々な要素から成り、その機能は個別の要
素の総和以上となるものである

• システムの要素は、システムが結果として生み出すも
のに関する限り、人間、ハードウエア、ソフトウエア、設
備、ポリシー、文書などを含むことができる

• システムが生み出す結果とは属性や、特徴、機能、振
る舞い、性能などが含まれ、システム化による機能の
発現を創発(emergence)と呼ぶ

• 人工的なシステムは、システム全体が個々の要素が独
立に生み出す価値の和よりも大きな価値を生み出して
いるときに成立する



システム思考とは

• システム思考とは、単純に述べると、疑問、状況、
あるいは問題をシステムとして、すなわち相互に
関係したエンティティの集合として明示的に考える
ことである

• システムシンキングとはシステマティックに考える
ことではない



システムエンジニアリング

• システムの原理やコンセプトのほか、科学・工学・
マネジメントの方法論を利用して、人工システムの
実現・運用から稼働終了を実現する学際的で統
合的なアプローチ
(INCOSEより, https://www.incose.org/)



システム思考によるアプローチ
－本講演の主題－

•対象をシステムとして捉えるシステム思考に関す
るメソッドを中心に、複雑な社会技術システムの
問題にアプローチする方法

• システムの利害関係者やその要求、システムが機能を
発現するメカニズムなどの記述方法

• 記述されたシステムの問題を特定し、システムのパフ
ォーマンスの向上を検討する手法

• …

• A set of principles for applying systems thinking to 
engineered system contexts. (SEBoK v. 2.1, 
released 31 October 2019)

本資料の内容の多くはNASA Systems Engineering Handbook1) やCrawleyらの書籍2)に基づきます
1) NASA Systems Engineering Handbook (SP-2016-6105), Rev 2
2) Edward Crawley, Bruce Cameron, Daniel Selva: System Architecture: Strategy and Product Development for 
Complex Systems, Pearson  (2015)



システム思考による
システム設計
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システムズ思考によるシステムの設計*

• 「機能（技術及び制度）」について、取り得る選択肢をシ
ステム全体について考え、選択肢により設計空間を構
築

• シミュレーションなどによりシステムの挙動や性能のト
レードオフをモデルベースで検討

9

利害関係の分析

利害関係者の要求
分析

システムの要件・コ
ンセプトとアーキテ
クチャの分析

設計空間構築と解
決案の検討

*) 例えば NASA Systems Engineering Handbook (SP-2016-
6105), Rev 2

• 対象とするシステム（社会技術システム）の利害関係者
とその関係を理解

• 利害関係者がシステムに期待する要求を「機能（例：輸送す
ること）」と「性能（例：確実性、経済効率性、定時性など）」の
組み合わせで検討し、便益を得る際の属性を特定

• 既存システムについて達成するべき機能と性能（要
件）を分析し、要求分析で求められた基準と比較検討

• 現在のシステムがどのような「機能（技術および制度）」
の組み合わせで要件を満たしているかを分析する

新しいシステムの創出
（例：自動運航船、LNG
燃料船の導入など）

既存システムを
理解する方法論



システム思考による
システム設計

利害関係の分析
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利害関係の分析
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•海事産業のSVN(Stakeholder Value Network) の例



利害関係者（ステークホルダー）

•定義
• 利害関係者とは、意思決定のコンテキストの中で直
接的に、もしくは間接的に利害関係がある人、ある
いは組織

• 利害関係者は必ず人あるいは組織
• 製品、サービス、システムは利害関係者ではない

• SVN(Stakeholder Value Network)では利害関係
者を長方形、価値の流れを矢印として記述

• SVNの矢印は、機能要求達成あるいは非機能
要求向上に対応する

12



システム思考による
システム設計

利害関係者の要求分析
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利害関係者の要求分析

•要求＝機能要求 + 非機能要求

•利害関係者の要求分析は、機能と非機能の組み
合わせにより要求を定義すること

•例
• 機能要求：大学から駅に移動したい
• 非機能要求：移動中は快適な方が良い、電車の時刻
に合わせて到着できるほうが良い、など



機能要求

•利害関係者の、処理対象の属性を望ましい状態
に変更したいという要求
例：乗客（処理対象）の位置（属性）を出発地から目的地
に変更する

処理対象：オペランドとも呼ばれる、利害関係者の便益
を示す変数を属性として持っている対象物

属性：アトリビュートとも呼ばれる、処理対象の状態を表
す変数の名前などに相当

•実現する手段、要求を達成する製品やサービスに
対して中立な形で記述



非機能要求（性能要求）

•機能要求が達成されるときに付帯する属性に対し
ての利害関係者の要求

• 例：乗客（処理対象）の位置（属性）を出発地から目的
地に変更する際、付帯する即時性、経済効率性、快適
性などの属性に対して利害関係者はある水準を要求し
ている

•多くとも10、通常5以下で必要な非機能要求を表
せる*

•制約条件が含まれることもある
• 例：乗客（処理対象）の位置（属性）を出発地から目的
地に変更する際、経済効率性を高めるために乗車定
員以上の人数を乗せることはできない

* Parmenter, D., Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. John Wiley & Sons, 2015.



要求の記述フォーマット
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要求のオーナー 機能要求 非機能要求

処理対象 属性 望ましい変更

交通機関の乗客 乗客 位置 目的地に変更 安いこと、速いこと、
快適であること

医療機関の患者 患者 健康状態 改善 確実であること、安
全であること

業務系情報システ
ムのユーザー

対象業務 状態 未完了から完
了

確実であること、効
率的であること

…

• フォーマットにより手段（自動車、自転車など）に中立な
要求の記述を支援

• これまでできなかった機能要求が達成されたときと、非機
能要求の達成水準が向上したときに、受益者に便益（≠価
値）が生まれる



（参考）システム記述言語OPMによる要求記述

18ソフトウエア Opcloudで作成

OPMによる重要な機能要求、非機能要
求および現在のサービスシステムの記
述

サービスシステム: Vehicle
機能要件: Change Location of Cargo
非機能要件： Efficiency and Capacity 



システム思考による
システム設計

システムの要件・コンセプトとアー
キテクチャの分析
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要求・要件

• 要求（利害関係者の要求）
• 要求は受益者を分析することで定義する
• 要求の所有者自身にとっても曖昧であることもある
• 達成するための手段を含まない

• 要件（システムの要件）
• 要件＝機能＋手段＋性能（非機能要求の達成水準）
• 要件とは、要求を満たすためにサービス提供者が達成す
る技術的な機能や手段および性能である

• システムの要件はサービスを提供する製品やシステムに
対して定義され、達成するための手段を含む

• 稼働しているシステムの分析から得られる、システムが現
在達成している要件は明確である

• 曖昧な要求にシステムの要件を近づけていく必要がある

20



システムの要件・コンセプトの分析
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要求≒意図(Intent)
• 便益を示す変数の定義と、（対象の変数を変化させる）
変換プロセスからなる

要求
食べ物の腐敗速度を
下げたい

機能
食べ物を冷やす

手段
冷却器(General)
冷蔵庫(Specialized)

利害関係者の要求

システムの要件

コンセプト 機能と手段
の関連付け

機能(Function)
• システムの挙動であり、動詞形で示される
• プロセスとそのプロセスの対象（オペランド）として定義される
• 創発(emerge)する
• 実現・実装にはFormが必要である
• 便益に関連付けられる

手段(Form)
• 実在するシステムであり、名詞形で示される
• 構造を持つオブジェクトとして定義される
• 集合体であり、要素への分解が可能である
• 機能を実現する
• コストに関連付けられる

性能(Performance)
• システムが機能要求を達成した際の、非機能要求の達成レベル



機能(Function)の記述

• プロセスの種類により必要な情報が異なる
•詳細を想定しつつ簡略化して記述

22

処理対象 プロセス 手段 非機能要求の
水準と主要な手段

食べ物 温度を下げる

プロセス 処理対象1 処理対象2 属性 状態1 状態2

変換する
（冷却する）

食べ物 - 温度 高い 低い

移動する 乗客 - 位置 駅 自宅

保管する データ - - - -

交換する
（購入する）

車 お金 - - -

管理する 建物 - 耐震強度 - -

簡略化



手段(Form)

• 機能の実現に関連付けられる、実在するモノ、システム
• ある期間にわたって存在する，または安定して無条件に
存在する可能性のある，システムの物理的な，または情
報の具体化

• 機能の実行においてインストルメントとなる
• フォームのエンティティと，エンティティ間の形式的関係を
含む

• 多くの場合プロセスの名詞形でも記述できる
• 機能の実行に先立って存在する
• フォームは製品／システムの属性

23

処理対象 プロセス 手段 非機能要求の
水準と主要な手段

食べ物 温度を下げる 冷蔵庫



コンセプトとアーキテクチャ

• コンセプト
• 機能と手段の関連付け
• コンセプトにより、コストに対する非機能要求（性能要
求）の特性が決まる

• 手段にコストをかけると機能による便益が増すが、その挙動
はコンセプトにより定まる

• アーキテクチャ
• コンセプトを実現するための、機能の手段（フォーム）
の要素への割り当て

Function 
(Benefit)

Form (Cost)

Concept B

Concept A ü Concept Aは低コストでも中程度の便
益があるがコストを追加しても性能が
伸びない

ü Concept Bは大きなコストが必要であ
るが非常に高い性能が得られる



システムの要件の記述フォーマット

• 稼働しているシステムについて、以下の3種類で要件を
記述

• 機能＝処理対象（オペランド）＋プロセス
• 手段
• 非機能要求の達成水準と主要な手段

• コストそのものは非機能要求の水準には入れない
• 通常、コスト増はすべての非機能要求水準を向上させる

• 既存システムについてSVN(Stakeholder Value Network) 
の矢印の多くは要件として説明できる

25

処理対象 プロセス 手段 非機能要求の
水準と主要な手段

食べ物 温度を下げる 冷蔵庫 エネルギー効率＊＊以上
（冷気漏れ防止システム）

調理者冷蔵庫メーカー

冷蔵庫
(食べ物の温度を下げる)



アーキテクチャの分析/機能(Function)の分解

• 全体部分関係で分解
• 機能と手段の簡略表記（処理対象・プロセス・手段）の採用
• 手段（モノ）の分解および時系列の分析は機能の分解に有益

• 冷蔵庫⇒ドア、圧縮機、冷媒、トレイ、ランプ…
• 冷蔵庫⇒取り出す食べ物を決める、ドアを開ける、食べ物を取る、食
べ物をしまう、ドアを閉める

26

処理対象 プロセス 手段 処理対象 プロセス 手段 …

食べ物
温度を下
げる

冷却器（冷
蔵庫）

冷媒 圧力を高める 圧縮機 …

空気 温度を下げる 冷媒

ドア
開閉しやすさ
を向上する

ドアノブ

空気 密閉する
冷気漏れ防
止システム

機能 手段 分解 システムのアーキテクチャ



システムの要件とアーキテクチャの分析

処理対
象

プロセス 手段 処理
対象

プロセス 手段 処理
対象

プロセス 手段

食べ物 冷却する
冷蔵
庫

空気 温度を下げる 圧縮機
…

ドア
開閉しやすさを
向上する

ドアノブ

空気
移動しやすさを
下げる（密閉）

冷気漏れ防
止システム

空気
移動しやすさ
を下げる

トレ
イ

冷気
偏りを減らす
（循環する）

ファ
ン 27

要求のオーナー/提供者 処理対
象

属性 望ましい変更 非機能要求

調理者/冷蔵庫メーカー 食べ物 劣化速度 低減 省エネ、省スペース

処理対象 プロセス 手段 非機能要求の水準と主要な
手段

食べ物 温度を下げる 冷却器（冷蔵庫） エネルギー効率＊＊以上
（冷気漏れ防止システム）

システムの要件

利害関係者の要求

システムのアーキテクチャ

機能達成

非機能向上



（参考）システム記述言語OPMによるシステム記述
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ソフトウエア Opcloudで作成

上記のOPMモデルは例えば以下のようなことを示す
ü 船舶は針路、航海計画、周辺状況、位置という属性を持つ
ü 貨物の位置の変更プロセスは、海上輸送と港湾オペレーション
等で構成される

ü …



海上ゼロエミッションデータセンター検討
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一ノ瀬康雄,大宮知起,平山智,古屋瞬,松岡諒,野村俊一郎,稗方和夫, システムズアプローチによる
海上ゼロエミッションデータセンターのコンセプト評価, 日本船舶海洋工学会講演会論文集, 第30
号, pp.175-178, 2020.5



システム思考による
システム設計

設計空間構築と解決案の検討
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Morphological Matrix（MM）

設計空間構築と解決案の検討
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設計空間： Morphological Matrix（MM）

不確実性による要求達成水準への影響を
シミュレーションにより評価

非機能要求間のトレードオフの可視化に
よる合意形成

機能を実現する選択肢の列挙

赤枠の組み合わせで設計案を表現

設計項目 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

使用車両 ガソリン車 ハイブリッド車 電気自動車

ボディ素材 金属 カーボン

航続距離 長距離 中距離

…

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8信
頼
性
（
選
択
肢
の
ス
コ
ア
の
積
）

環境性（選択肢のスコアの和）

ガソリン-金属ボディ ガソリン-カーボンボディ
ハイブリッド-金属ボディ ハイブリッド-カーボンボディ
電気自動車-金属ボディ 電気自動車-カーボンボディ



設計空間の定義

設計項目 選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

使用車両 ガソリン車 ハイブリッド車 電気自動車

ボディ素材 金属 カーボン

航続距離 長距離 中距離

…

• アーキテクチャの分析結果から設計項目を作成

• 詳細な分解から得られる設計項目は膨大であるため、
以下の２つの基準で設計項目を狭める

• 他の設計項目に手戻り等の影響を与えるもの
• 利害関係者の要求の達成水準に大きな影響を与えるもの

• 組み合わせで表現される解決案について、シミュレーシ
ョン等で性能予測を行う



シミュレーションによる評価の例

Kazuo Hiekata, Shinnosuke Wanaka, Taiga Mitsuyuki, Ryuji Ueno, Ryota Wada, Bryan Moser,
“System Analysis for Deployment of Internet of Things(IoT) in the Maritime Industry”,
Journal of Marine Science and Technology, https://doi.org/10.1007/s00773-020-00750-5

導入を検討している11種類の技術から2つを選定した際の相乗効果をシミュレーシ
ョンにより評価



ケーススタディ
（設計空間構築と解決案の検討）
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船舶建造プロセスにおける生産設備

• AIやIoT、新技術導入による生産設備への
影響

•作業スピード
• 自動化による工程の高速化

• ランニングコスト
• 消費電力の最適化によるランニングコストの低減

•部品の製造誤差
• センシング技術による加工精度向上やバラツキの低減

•システム思考によるアプローチで検討対象を絞り
込み、シミュレーションにより効果を検討する

35



設計空間の定義

設計項目・
意思決定項目

選択肢１ 選択肢２ 選択肢３

切断方式 レーザー プラズマ ガス

プレス処理 熟練による対応 自動制御

ぎょう鉄評価 熟練による対応 センシング

ぎょう鉄スペース 現状 拡大 縮小

…

• ぎょう鉄の属人的な評価を情報技術による代替を設計項目と
する

• 工場の特性なども検討

稗方和夫, 大和裕幸, 笈田佳彰, 榎本昌一, 古川慈之, 牧野有紀, 杉廣武俊. レーザースキャナによる曲が
り外板の工作精度評価システムの開発, 日本船舶海洋工学会論文集, Vol. 13, pp. 231-238, 2011.9 か
ら作成



工場シミュレータの概要

37

満行泰河, 稗方和夫, 松原洸也, 大和裕幸, Bryan Moser. 船舶建造プロセスシミュレーションを用いた生産
設備の導入に関する研究, 日本船舶海洋工学会論文集, 第24号, pp. 291-298, 2017.02.



曲がりブロック組立のワークフローモデル*

38

* T. Mitsuyuki, et. al., Design of Production Strategy Considering the Cutting Peak Demand of Electricity in the Shipbuilding 
Industry, 

Journal of Marine Science and Technology, Vol. 19, No. 4, pp. 425-437, 2014.
J. Butler, Distributed Probrem Solving in Engineering Design and Manufacturing, 東京大学大学院工学系研究科博士論文, 

1991.
などを参考に作成

単位時間に実行できるワーク
フロー数：3
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横軸：所要時間 縦軸：費用

n 合計の工数の比較

n 所要時間、合計費用、工数
の平均とばらつきが減少



作業スペースの影響
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狭い作業スペースでは手直しによる作業遅延が後のブロックに
与える影響が大きいため、作業スペースが狭い方が削減される
所要時間が大きい

nは同時に作業できる
ブロックの数



まとめ

• システム思考の基本的な考え方を紹介した
•造船工程のシミュレータを利用した、ぎょう鉄への精
度センシングシステムを導入検討のケーススタディ
を示した

412016/1/29
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