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コンテキストに基づく PSS 設計支援手法
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企業が製品サービスシステム（PSS）を設計する際には，顧客ニーズを満たすと同時に，自社のシーズを活用できる解を導出
する必要がある．しかし従来の PSS 設計方法は，顧客要求の充足を重視するニーズ起点の手法が主流であり，自社のシーズを
活用可能な PSS を設計することが容易でない．本稿では，PSS の設計ワークショップの結果を分析し，ニーズ充足とシーズ活
用の二つの観点より PSS 設計を支援する手法を提案する．
1 序論
製造業において製品とサービスの高度な統合により，価値
提 供 を 行 う 手 法 と し て 製 品 サ ー ビ ス シ ス テ ム （ PSS:
Product-Service Systems）[1]が注目を集めている．PSS によっ
て提供される価値は，製品のライフサイクル全般に渡って顧
客に提供される多様なサービスによって創出される．従って，
PSS 設計においては，製品の使用者が製品を使用する過程で
生まれる「文脈価値」[2]を高めることが重要である．またこ
のような価値は，製品やサービスを受給する顧客のコンテキ
ストにより変化する[2]．そのため，これまでにコンテキスト
を考慮した PSS 設計に関する研究が行われている．一方で，
実際に企業が PSS を展開する場合，自社が保有する技術やノ
ウハウといったシーズを最大限活用することが望ましい．し
かしながら，前述のコンテキストを考慮した PSS の設計方法
は，顧客の要求を抽出し，それを満たすような実体を決定す
る，ニーズを起点とした方法である（例えば[3]）．そのため，
導出された設計解において自社のシーズが有効に活用できな
い場合が生じる．そこで本研究では，顧客ニーズを満たすと
同時に自社シーズを活用する解を導出可能とするための PSS
設計支援手法を提案する．
2 既存研究と本研究のアプローチ
2.1 コンテキストに基づく顧客要求抽出手法
PSS の設計では一般的に，明確な顧客像を設定しその顧客
の要求を明らかにすることで，以降のプロセスにおいてサー
ビスの具体的な実現構造を構築していく．三竹らは，コンテ
キストに基づいた顧客要求を抽出する手法として「長期的コ
ンテキスト抽出ワークシート」を提案している[4]．本ワーク
シートを用いることで，社会技術システムの分析単位である
マクロ・メゾ・ミクロ[5]の 3 つのレベルのコンテキストを考
慮しながら，想定する社会におけるステークホルダの要求を
抽出することが可能となる．
2.2 PSS の実現構造設計手法
下村らは，PSS の実現構造の設計を目的として，ビューモ
デルを提案している[6]．本モデルでは，顧客の満足度因子を
RSP (Receiver State Parameter) [6] と呼び，これを実現する機
能，そしてその機能を担う実体を展開することにより，PSS
の実現構造を構築する．
2.3 本研究のアプローチ
前述の手法を含む多くのサービス設計手法では，顧客要求
を起点に，その要求を満たす機能と実体を決定する．これら
の手法は，顧客要求を高度に満たす実現構造を設計する上で
は有効である．一方，実際に企業が PSS を展開する場合，自
社が保有する技術やノウハウといったシーズを最大限活用す
ることが求められる．しかしながら，既存手法では，ニーズ
を起点に実現構造を決定することから，決定された実現構造
が必ずしも自社のシーズを有効に活用できるものとはならな
い場合が生じる．また，実際のビジネスにおいては，顧客の
ニーズと自社のシーズが効果的にマッチングされた例が報告
されているが，このような設計解を導出可能な設計過程は明
らかにされていない．
本研究では，顧客ニーズを満たすと同時に自社シーズを活
用する解を導出可能とする設計手法を提案する．具体的には，
まず，PSS 設計ワークショップの実施内容を設計実験手法を
用いて分析することで，顧客のニーズと自社のシーズを効果
的にマッチングさせる設計過程を明らかにする．この結果を
もとに，ニーズとシーズのマッチングを支援する手法を提案
する．以下に本研究で用いた設計実験手法と，本手法のタグ
付に用いたモデルについて解説する．

PSS の設計実験手法
加澤らは，模擬設計を通じて PSS 設計要素の決定過程を可
視化する手法を提案している[7]．加澤らの手法では，模擬設
計より得られた発話データに対して，PSS 設計要素を用いて

定義されたタグ情報を付与する．そして同タグ付けの結果を，
PSS 設計要素を縦軸，時間を横軸としてチャート形式に整理
することで，PSS 設計要素が決定される過程を可視化するこ
とを可能としている．本研究では，本手法において用いられ
ているタグを変更することで，顧客のニーズと自社のシーズ
を効果的にマッチングさせる設計過程を明らかにする．

コンテキストとシステムのモデル
前述した手法の応用によりニーズとシーズのマッチングに
おける過程を明らかにするためには，ニーズとシーズの関係
性を詳細に分析可能なタグを採用する必要がある．本研究で
は，溝口らの提案のよるコンテキストとシステムの機能に関
するモデル[8]を採用する．当該先行研究では，「コンテキス
ト」，「ゴール」，「部品」
，「振る舞い」，「機能ロール」，「機能
ロール仕様」により，特定のコンテキストにおいてシステム
の機能が決定されるメカニズムを説明している．コンテキス
トとはシステムが達成すべき状態を決定するものであり，こ
の状態をゴールと呼ぶ．部品はシステムを構成し，部品の入
出力における物理量の変化を振る舞いと呼ぶ．機能ロールと
は，特定のコンテキストのもとで，部品が実行する振る舞い
が担うロール（役割）である．機能ロール仕様とは，ゴール
を達成するために機能ロールが満たすべき仕様である．本モ
デルにおいて，顧客のニーズは「コンテキスト」と「ゴール」，
自社のシーズは「部品」と「振る舞い」によりそれぞれ表現
することが可能である．さらに，
「機能ロール」
，
「機能ロール
仕様」により両者をマッチングさせた際の観点を表現するこ
とが可能である．
3 設計実験手法を用いた PSS 設計ワークショップの分析
3.1 PSS 設計ワークショップの概要
本研究では，前述のモデルの要素をタグとする設計過程分
析手法を用いて，PSS 設計ワークショップの分析を行った．
本ワークショップは，非接触型カードを活用した PSS を設
計することを目的として実施した．参加者は，実務家と工学
系の大学生，大学院生であり，それぞれの組み合わせからな
る 3 つのグループを構成した．各グループは，まず観光地に
携わるステークホルダが抱える要求を抽出し，非接触型カー
ドを活用しつつ，抽出した顧客要求を満たすサービスを導出
した．またカードの使用者は観光地を訪れる外国人観光客と
した．本研究では，外国人観光客の要求を満たすと同時に非
接触型カードの強みを活かす設計解を導出したグループの
設計過程を分析した．
3.2 分析結果
分析対象となる設計において導出されたサービスコンセ
プトは「飲食店において，顧客自身が食べることのできない
食材を，本製品を使った翻訳機器によって店員に伝える」と
いう内容であった．本コンセプト導出までの設計過程をチャ
ート形式により可視化した結果を図 1 に示す．また，設計過
程における発話内容のうち，タグが対応付けられた発話内容
を図 1 に併せて示す．
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図 1：本 WS における PSS 設計過程の可視化結果
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図 1 に示したように，外国人観光客の「食べることのでき
ない食材を伝えたい」というゴールに対して，非接触型カー
ドの「情報の保持」という振る舞いが発想された．次に，こ
の振る舞いをもとに「保持している情報を翻訳する機器」と
いう機能ロールが発想された．そして，その機能ロールがニ
ーズを満たすサービスコンセプトが導出された．以上の結果
から，ニーズとシーズをマッチングさせる 1 つの設計過程と
して「顧客要求を抽出した後に，シーズの振る舞いとその振
る舞いにより担うことが可能な機能ロールを発想する．そし
て，発想された機能ロールにより顧客要求を満たすサービス
コンセプトを導出することで，ニーズとシーズをマッチング
させた PSS の設計が可能となる．」という仮説が形成された．
4 PSS 設計支援手法
3.2 で形成にした仮説に基づき，
「サービスコンセプト導出
テンプレート」を提案する．本手法は，顧客要求・振る舞い・
機能ロール・サービスコンセプトの 4 つを記入する項目から
構成される．ここで，顧客要求とは前述の溝口らのモデルに
おける「コンテキスト」と「ゴール」の情報を集約したもの
である．一方，サービスコンセプトとは，顧客に提供するサ
ービスの便益を簡潔かつ明確に言語化したもの[9]であり，
溝口らの考察における「機能ロール仕様」に相当する概念で
ある．以下に本手法の使用手順を説明する．
まず 2.1 で述べた手法を用いてコンテキストとゴールを
「顧客要求」に記述する．次に，活用したい製品などのシー
ズを決定し，そのシーズがとり得る動作や挙動などの「振る
舞い」を記入する．そして，記入した振る舞いによって担う
ことが可能な「機能ロール」を記入する．最後に記入した「機
能ロール」により「顧客要求」を満たすサービスコンセプト
を導出する．
5 例題適用
本研究では，提案手法の有効性を検証するために，自動車
部品製造企業の実務家を対象とした PSS 設計ワークショップ
を実施した．具体的には，10 年後の社会を想定し，自動車に
搭載される Human Machine Interface（HMI）を活用した PSS
を設計した．本検証では，ブレインストーミングにより導出
されたサービスコンセプトと提案手法を用いて導出されたも
のを比較することにより，本手法の有効性を検証した．
ワークショップではまず，2.1 で述べた手法を用いて，10
年後の社会におけるコンテキストと関係するステークホルダ
の要求を抽出した．次に，ブレインストーミングによりこれ
らの要求を満たすサービスコンセプトを導出した．本段階で
は，例えば，
「ドライバーに運転の操作を促す」などのコンセ
プトが導出された(図 2)．
次に，提案する手法を用いてサービスコンセプトを導出し
た．例えば，HMI の振る舞いとして「通知する」が記述され
た．そして，
「通知する」により担うことが可能な機能ロール
として「知識ベース」などが記述された．最後に，
「知識ベー
ス」により，
「治安維持をしたい」という警察が抱える要求を
満たす「登録された盗難車が警察署の近くを通知される」と
いうサービスコンセプトが導出された．

6 考察
図 2 における，警察の「治安維持をしたい」という要求を
満たすサービスコンセプトは，ブレインストーミングの段階
では発想されなかったが，本手法を用いることで新たなコン
セプトが導出された．これらの結果より，特定のシーズを活
用して特定のニーズを満たすような PSS のサービスコンセ
プトの導出を支援するという点で，本手法の有効性が示され
た．また本手法では考えられるだけのアイデアを記述可能と
しているため，その後の設計における選択肢を増やすことが
可能となる．
しかしながら，機能ロールにより顧客要求を満たすサービ
スコンセプトを導出できるか否かは，依然として設計者の知
識に依存する部分が大きい．そのため，提案手法を用いて導
出された設計解を蓄積・再利用することで，サービスコンセ
プトの導出を支援するシステムを構築する必要がある．
7 結論
本研究では，コンテキストに基づいた顧客要求を満たすと
ともに，特定のシーズを活用可能とする PSS の設計を支援
する手法を提案した．そして，実際に PSS の設計ワークシ
ョップに本手法を適用することで，その有効性を示した．
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図 2：ブレインストーミングによって発想されたサービスコンセプト(一部)
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図 3：サービスコンセプト導出テンプレートの適用結果(一部)
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