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������� 上野吉彦

� 緒言

��� 背景

近年、環境問題がますます注目されるようになり、環
境への負荷の低減のために研究や議論等の様々な取組み
がなされている。その中で ���リデュース、リユース、
リサイクル�を社会に組込み、省資源化、資源の循環や
環境負荷の低減を行うことによって持続可能な社会を実
現しようとする循環型社会という考え方が注目されてい
る。

一般的にリユース �以下再使用とする�は製品をその
ままの形で修復してもう一度製品として使用するため、
一度材料の形に戻すことで資源を循環させるリサイクル
に比べて、資源の循環にかかる時間や資源、手間を少な
く抑えられると考えられている。

しかし、使用された製品の状態は様々であり、再び使
用できる状態にするための処理にかかる時間や資源には
ばらつきがある。

そこで再使用では、回収されてきた製品に全数検査を
行い、その結果に応じて、洗浄、修理、部品の交換、再
使用するのが不適切な場合にはリサイクル等その他の処
理に回す等の再使用処理工程の決定を行っている。しか
し、現在の検査技術では製品の状態を容易に知ることが
できず、製品の状態を調べるための検査に多くの手間が
かけられている。それでも製品の状態を十分に把握する
ことができず、再使用製品の安全性を確保するために手
厚すぎる処理が行われており、資源の面で非効率的であ
る。また、検査により状態がわからない製品は品質を保
証することができないために、再使用した方が良い製品
であってもリサイクル等のその他の処理に回さざるを得
ない問題もある。

したがって効率的に資源の循環を行うには製品の状態
を考慮し、過不足のない再使用処理工程を決定する必要
がある。

��� 前提

精度よくかつ容易に製品の状態を調べることができる
ようになれば、先で述べた再使用の課題を解決すること
ができると考えた。新品の製品は同一の工程を経て製造
されておりその均質性が保証されているため、抜き取り
検査により製品の品質を保証することができる。

再使用において同様の抜き取り検査を可能にするため
には、何らかの基準を用い回収されてきた製品を均質な
製品群に分けられなくてはならない。

本研究では、再使用処理の現場で製品を均質な製品群

に分けるための手がかりとして個々の製品の製造履歴や
使用履歴 �以下まとめて履歴とする�に着目し、「類似
の履歴を持つ製品群の状態はほぼ均質である」という仮
説を立てた。

抜き取り検査を可能にするためには、まずこの仮説を
検証し、履歴により均質な製品群に分けられることを示
さなければならない。

そこでまず第一段階として、製品の履歴を収集し、履
歴の収集を行った製品に対し全数検査を行い統計をとる
ことにより製品の履歴と製品の状態との間に何らかの相
関関係があるかを確認し、仮説の検証を行う。この仮説
を検証することが出来れば同時に製品の履歴と製品の状
態の間の相関関係を獲得することができる。

第二段階では第一段階で獲得した相関関係と製品の履
歴をもとに回収されてきた製品を均質な製品群に分類す
ることで、再使用を行う製品に対し抜き取り検査を行う
ことが可能になる。さらにこの抜き取り検査により既に
獲得した相関関係をより精度の高いものへと修正するこ
とができる。

その結果、製品の状態を調べるための検査にかかって
いた手間を削減できるだけでなく、製品を再び使用可能
な状態にするための処理においても履歴情報を基に過不
足のない再使用処理工程を選択できるようになり、再使
用の効率化をはかることができると考えた。

しかし仮説を検証するためには、履歴情報を収集し統
計的な処理を行うための環境が必要である。そこで本研
究では履歴情報の統計的な処理を可能にするために、履
歴情報の蓄積・参照を実現する製品情報データベースの
設計を行うこととした。

��� 目的

上記を前提とし、製品の情報の活用による過不足のな
い再使用処理工程の決定の支援を本研究の目的とした。

目的達成のために、まず履歴情報の統計的な処理を可
能にするべく、製品情報の蓄積・参照を実現する製品情
報データベースを設計することにした。

� 製品情報データベースの設計指針

��� 製品と部品の関係

再使用は、製品単位だけでなく、部品単位でも行われ
る。したがって製品情報データベースでは、再使用の対
象となる部品、そして製品と部品の関係を扱うこととし
た。製品と部品の関係を表現するために部品表 �	
��
に着目し、親子関係を用い表現することとした。部品の



疲労具合は、その部品を構成要素としていた製品の使用
用途や使用環境により異なる。更に部品はライフサイク
ル全体では取付け取外しを経て複数の製品に取付けられ
ることが想定される。そこで本研究ではタイムスタンプ
を用い製品と履歴の関係の変化した履歴を表現すること
とした。

��� 部品の果たす機能

同一の製品内で同じの品種の部品が複数使用されてい
たとしても、それぞれの果たす機能によりその疲労具合
は異なる。例えば、自動車のタイヤは取付け位置により
磨耗する位置が異なる。そのためタイヤは取付け位置を
交換するローテーションを行うことによる磨耗の均一化
を推奨している。これらの部品の果たす機能は同じ品種
でも異なるため、型番を用いて識別することはできない。
そこで部品表 �	
��における部品名称を用い、部品の
果たす機能を識別することにした。果たす機能が同一で
疲労の仕方も等しく見なせるものには同じ部品名称を与
え、果たす機能が異なるため区別しなければならないも
のには、それぞれ異なる部品名称を与えることとした。

��� 関係のある履歴

製品内の部品同士や部品と製品とは互いの状態に影響
を与えている。製品の故障の兆候は部品レベルに現れ、
部品レベルの機能の低下や故障は製品の故障をまねく。
逆に製品に発生した事故等はその製品の構成要素である
部品すべてに影響を及ぼす。したがって一つの製品内の
部品同士や部品と製品の履歴はお互いの状態を推測する
ための手がかりとなると考えた。しかし、製品の構成要
素すべてに他の部品や製品の履歴を登録していては重複
した情報が発生し、データベースに登録する情報が増加
するだけでなく、データベースの一貫性が損なわれる可
能性がある。そこで本研究ではこれらの履歴を関係のあ
る履歴と定義し、データベースに検索させることにした。
� ���の関係のある履歴の例を以下の ����に示す、
� ���と関係のある履歴は斜線で表現している。関係の
ある履歴は、 ����のように取付け日時と取外し日時に
よって切り分けることができる。

A_001

B_001

C_001

B_002

取付け日時 取外し日時

上位製品

下位製品
関係のある履歴

time

�����製品 � ���の関係のある履歴

��� データベースのフレームワーク

製品の様々な情報を扱うデータベースは多く研究され
ている。しかし現実的な問題として製品の情報を何でも
扱うデータベースではデータベースの規模が膨大になり
すぎ動作速度が低下し、実用性が伴わない恐れがある。
そこで、本研究ではデータベースで扱う対象を目的を達
成するための最小限のものに絞りデータベースの設計を
行うこととした。本研究では、先で述べた関係のある履
歴が製品の履歴と製品の状態との相関関係を明らかにす
るための手がかりとなると考えた。

そこで、本研究では関係のある履歴の検索を実現する
ために、その必要最小限の情報である製品と部品それぞ
れの識別子、部品名称、取付け日時、取外し日時の組を
製品の構成情報と定義しデータベースのフレームワーク
としデータベースの設計を行うこととした。製品の構成
情報以外の製品の情報は、関係のある履歴として検索で
きるようにタイムスタンプ、属性名、属性値の組で一様
に扱うこととした。

��� データベースの必要要件

設計を行う製品情報データベースの必要要件を次のよ
うに定めた。

� 適用対象を選ばない汎用性

� 新造時からの履歴が参照可能

� 実用に足るデータ数を取扱い可能

��� データベースで扱う情報

製品情報データベースで扱う情報の例を以下に示す。
情報の適用範囲により品種の情報と製品の情報に分け蓄
積することにした。品種の情報と製品の情報はクラスと
インスタンスの関係をもつ。

� 品種の情報（クラス）

同一品種の製品全体に共通する情報を品種の情報
として扱う。

� 部品表 �	
��

� 品種の規格や仕様に関する情報

� 品種の扱い方に関する情報

� 品種の環境負荷情報

� 製品の情報（インスタンス）

個々の製品毎に異なる情報を製品の情報として扱
う。

� 製品の構成情報

� 製品の使用状況

� 製品に発生したイベント



� 情報のモデル化

設計指針で定めたフレームワークに基づき実体関連モ
デルを用いデータベースで扱う情報のモデル化を行った。

��� 実体関連モデル

実体関連モデルは、実世界を実体と実体間の関連で成
り立っていると見なすモデルであり、そのモデルの理解
しやすさからデータベースの概念設計でしばしば用いら
れる。

��� 実体関連図

モデル化した結果を ����の実体関連図に示した。図
の左では品種の情報、右で製品の情報を扱っている。上
部では品種の部品表 �	
��と取付け取外し日時を用い
製品の構成情報を表現している。下部では、品種の概要
と製品に発生したイベントを表現している。

取付け日時

概要

製品種/部品種型番 製品ID製品/部品
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イベント

日時
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1

N
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N
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�����実体関連図

� 実装

設計を行ったデータベースを実装し、本研究で提案し
たデータベースの有用性を確認することにした。実体関
連モデルでのモデル化を基にリレーショナルデータモデ
ルでデータベースの実装を行った。データベース管理シ
ステムとして�����を用い、 ���と親和性の高い
���を用い�����を操作させた。

� 実験

実装したデータベースが必要要件を満たしているかを
確認するために、疑似的な製品情報を登録し以下の実験
環境のもと実験を行った。

実験環境
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��� 実験１：データベースの動作速度に関す
る実験

� 実験内容

登録製品数が増加した場合でも安定して動作可能
であるかを確認するために、登録データ数を変化さ
せ動作速度の計測を行った。

尚、登録した情報は以下の通りである。

品種数 � �種類
品種の概要 � 各品種毎に ��項目
製品数 � 各品種共に �から

�*���*���個まで変化
内一品種は �倍の製品数を登録

イベント数 � 各製品毎に ��項目

� 結果及び考察

結果を ����に示す。結果より登録製品数が ����
を越えて以降の計算時間は、登録製品数が ��倍に
増加した場合でもその増加は ��倍以内におさまっ
ており、ほぼ比例の関係にあると言える。したがっ
て登録製品数が増加したとしても計算時間は極端
に増加することはないと考えた。
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�����データベースの動作速度

��� 実験２：関係のある履歴の検索の実験

� 実験内容

実装を行ったデータベースに ����の履歴情報を登
録し、関係のある履歴の検索を行い、狙い通りの情
報が得られるかの確認を行った。

� 結果及び考察

+������ ���に関係のある履歴の検索を行った結果
を ����に示す。狙い通りに �$���� ���の履歴の
うち +������ ���を構成要素として含んでいた期間
の履歴を取得することができた。この情報からは
+������ ���が大体 ����,#走行したことがわかる。
このように実際の製品においても関係のある履歴
の検索により製品の状態を推測するための手がか
りとなる情報を参照することが期待できる。



Date Attribute Value

2000-03-24 Produce Tire001_001:Lots:BBCJ

2000-09-14 Attach Tire001_001:Attached to Car001_001 PartName:Front_Tire

2003-06-13 Odometer Car001_001:3000km

2004-03-31 Detach Tire001_001:Detached from Car001_001 PartName:Front_Tire

2000-09-15 Test Car001_001:Fine

2001-02-13 Odometer Car001_001:1000km

2002-03-22 Odometer Car001_001:2000km

�����関係のある履歴の検索結果

Product_ID Part_Name Part_ID Attach_Date Detach_Date

Car001_001 Front_Tire Tire001_001 2000-09-14 2004-03-31

Product_ID Date Attribute Value

Car001_001 2000-09-13 Produce Yamanashi Factory

Car001_001 2000-09-15 Test Fine

Car001_001

Car001_001 2002-03-22 Odometer 2000km

Product_ID Date Attribute Value

Tire001_001 2000-03-24 Produce Lot:BBCJ

Attach_Car001

History_Car001

History_Tire001

2001-02-13 Odometer 1000km

Car001_001

Car001_001 2004-08-23 Odometer 4000km

2003-06-13 Odometer 3000km

�����登録した製品情報

� 考察

��� モデルに関する考察

本研究における設計では一様に扱うことにした製品の
情報のうち、特に再使用処理に役立つ情報のその有用性
と扱い方について考察を行った。

� 時間的長さをもつ情報

例えば使用環境は、瞬間の情報よりも「いつからい
つまで、ある環境で使用した」という形で記述され
る時間的長さをもつ情報である。このように時間
的長さをもつ情報は、製品そのものの履歴を調べ
るならばその情報の始点と終点が分かるため問題
ないが、関係のある履歴の検索を用いる際には引
用する期間にそのイベントが含まれていなければ、
この情報は関係あるにも関わらず引用されない。

時間的長さを持つ情報を扱うには、始点と終点の
タイムスタンプをもつ情報として記録し、引用す
る期間に該当するか判定を行うのがよいと考えた。

� 取付け位置

今回の設計を行うにあたり、当初は部品の果たす
機能を識別するための情報として部品名称を用い
ずに製品内の部品を取付け位置を用いていた。取
付け位置は一つの製品内で同じ名称のものは存在

せず、正確な製品構成を識別できる。これにより取
付け位置による疲労具合の差を個別に扱うことが
可能である。しかし、一つの製品内で同一の名称を
もつ取付け位置を許さないため、果たす機能が同
一のものを識別させることができない。本研究で
は、果たす機能の識別を重要視し部品名称を採用
することとした。

��� データベースの利用が効果的な製品

設計を行ったデータベースは製品の個体管理を前提と
している。そのためこの面では従来の再使用よりコスト
は増加してしまう。したがってこのデータベースの利用
が効果的なのは製品の価値がある程度高価で、再使用す
ることによるメリットが大きい製品である。また対象の
品種は回収率の高い製品でなければならない。回収率の
低い製品では個体管理を行ったとしてもその情報が無駄
になってしまう可能性が高い。そのためユーザが勝手に
廃棄することのできないリース品や自動車等はデータベー
スを利用し再使用の効率化をはかるのに適していると言
える。

� 結言

実験により設計したデータベースの動作確認を行い、
統計的な処理を行えるようにするための製品情報データ
ベースが実現できたことを確認した。
今後は、本データベースを用い、実際に製品の情報を

蓄積し、その製品に精密検査を行うことで製品の履歴と
製品の状態との相関関係を調べ、仮説の検証を行う必要
がある。
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