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要旨 

製品サービスシステム（PSS）の設計では，多様な事業形態における設計要件を捉える必要がある．先行研究は，PSSの形態を類型化

し，それらの設計要件の概略を捉えることを可能とした．しかしそれらの要件は，各事例類型において共通して当てはまる一方で，企業

固有の設計要件までを捉えるものではない．本稿では，ベイジアンネットワークを用い，PSSの類型と企業固有の設計要件の因果関係を

推定する手法を提案する． 

 

1序論 

近年，製造業において，製品とサービスの高度の統合により，

高付加価値を創出する製品サービスシステム（PSS: Product-

Service Systems）[1]が注目を集めている．既存の PSSに関する研
究では，PSS設計に関する知識が提案されている．例えば Tukker

らは，製品を中心として付加的なサービスを提供する製品志向型
の PSSや，機能販売のような製品使用による成果のみを提供する
結果志向型の PSS など，志向の違いに応じて PSS を分類してい

る[3]．また Tanらは，PSSにおいて提供されるサービスを類型化
している[4]．設計者はこのような PSS に関する知識を利用する
ことで PSSの設計方針を決定できる． 

このような PSS に関する知識は設計方針を決定する上で参考
となる一方，実際に製造業が PSSの設計方針を定める際は，コア
製品の特性などを自社の強み，あるいは，制約として考慮する必

要がある．しかしながら，この様に自社の特徴を踏まえて PSSの
設計方針の決定を支援する方法は確立されていない．そのため，
本研究では，製造業者が自社の特徴を踏まえて PSSの設計方針を

決定するための支援手法を開発する．具体的には，製造業の特徴
として，コア製品の特性に着目し，製品特性とサービス内容の論
理構造を明らかにする．そして，この製品特性に適するサービス

内容を提示する手法を開発する． 

2本研究のアプローチ 

2.1 概要 

本研究ではまず，製品特性とそれに適したサービス内容との関
係を論理的に構造化する．この構造化においては，様々な要素間

の複雑な関係を対象とした分析を行う必要がある．この分析対象
は多岐に渡るため，効率的に対象を選定し，論理的構造化のため
の適切な仮説を形成するアプローチが求められる．そのため，本

研究では，ベイジアンネットワーク技術[5]を利用して，多くの
PSS 事例に共通する製品特性とサービス内容の論理的関係を確
率的モデルを用いて表現する．この結果から，強い因果関係を示

す製品特性とサービス内容を抽出し，その関係を再び分析するこ
とで，論理的な構造化を行う．さらに，このベイジアンネットワ
ークのモデルは，製造業者が自社製品の特性を入力することで，

適切なサービス内容を推定する設計支援ツールとして活用する
ことを想定する．以上を踏まえ，本研究では，以下の 2つを達成
項目として設定する． 

(1) 統計データの作成 

ベイジアンネットワークの構築には，確率変数となる項目に関
する統計データが必要となるため，本研究では既存の PSS型ビジ
ネスの事例を調査し，各事例において提供されている製品特性と

サービス内容を抽出する．そのために，製品特性とサービス内容
に関する抽出尺度を設定する．このようにして，製品特性と提供
されているサービス内容との間に傾向が表れるような統計デー

タを作成する． 

(2) サービス設計の支援ツールの構築 

整理した統計データをもとに，ある特性を持つ製品に適したサ
ービス内容を推定するツールを構築する．これにより，自社のコ

ア製品の特性を起点として PSS において提供するサービスを選
定することが期待される． 

2.2 ベイジアンネットワーク 

ベイジアンネットワークは統計データに基づいて構築される，
確率変数をノードとする非巡回有向グラフである（図 1）．ノード

間の矢印はノード間の因果関係を表す．例えば図 1における確率

変数 A1 と確率変数 B1 の間の矢印は，A1 がとる値によって B1

の各値をとる確率値が変化することを表している．ベイジアンネ
ットワーク上の各ノードには，親ノードがとり得るすべての値に

対して，子ノードがある値をとる確率が設定され，条件付確率表
として表現される． 

このように構成されるベイジアンネットワークの任意の組み

合わせのノードに値を入力し，数学的処理を施せば，値を入力し
ていない他の全てのノードがとり得る値を確率に示すことがで
きる． 

 
図1 ベイジアンネットワークモデルの例 

 

3 既存 PSS事例の統計データの収集 

3.1 統計データの項目設定 

製品特性とサービス内容をノードとするベイジアンネットワ
ークを構築するためには，製品特性とサービス内容に関する統

計データを作成する必要がある．以下では，統計データを作成す
るために設定した項目について述べる． 

(1) 製品特性の抽出観点 

PSS におけるサービスの中には，製品機能回復を目的とした

修理サービスなど，製品機能を活用して価値を創出するものが
ある．そこで本研究では製品がある機能を有するか否かという
観点で製品を特徴づける．検討する機能には，Hirtz らが提案す

る機能の上位概念[6]を採用し，PSS 事例における製品の機能を
抽出するためのシートを作成した（表 1）．表１の 1 列目で示さ
れる機能を有する場合は「○」を，そうでない場合は「×」を選

択することで機能を抽出する． 

表 1 製品機能抽出シート（一部） 

 

また，PSS におけるサービスの中には，顧客の製品使用段階
で提供することによって，価値を創出するものが含まれる[7]．

そこで，製品機能に加えて，製品ライフサイクル(Product Life 

Cycle)の各段階の製品特徴を整理する．このように作成した，製
品特徴を抽出するためのシートの一部を表 2に示す． 

表 2 製品特徴抽出シート（一部） 

 

 

製品機能

Branch (分ける）

Channel (運ぶ・伝える)

Connect (連結する)

Control Magnitude（大小を管理する) ◯ ×

◯ ×

当該機能を有するか否か

◯ ×

◯ ×

PLC 製品特徴の抽出観点

製造 生産形態

販売 設備工事

使用 交換可能な消耗部品

廃棄 廃棄前のデータ削除

製品特徴

見込み生産 受注生産

必要 不要

必要 不要

あり なし
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(2) サービス内容の抽出観点 

既存の PSS に関する文献を基に，PSS において提供されるサ
ービス内容を調査した．表 2 で製品特徴を製品ライフサイクル
の観点で整理したのと同様の理由により，サービス内容も製品

ライフサイクルの観点で整理する．表 3 にサービス内容を抽出
するために作成したシートの一部を示す． 

表 3 サービス内容抽出シート（一部） 

 

 

3.2 既存の PSS事例調査による統計データの作成 
既存の PSS型ビジネスの 19の事例に対し，コア製品の特性と

サービス内容を前節で作成したシートで抽出した．このように

データを集積することで，ベイジアンネットワークの構築のた

めの統計データを作成した． 

4 構築したモデルと利用方法 
作成した統計データを基に，製品特性とサービス内容をノー

ドとするベイジアンネットワークを構築した．製品特性のノー

ドは大きくは二種類あり，製品機能を表すノードとライフサイ
クル上の製品特徴を表すノードである．具体的なノード名は表 1

や表 2 の左側の列，それらが取りうる値は右側の列に対応づい

ている．またサービス内容のノードの具体的な名前は表 3 の左
側の列，取りうる値は同表の右側の列に示されている．以下に，
これらのノードで構成されるモデルを利用して，ある製品特性

の入力値を基に，サービス内容の適切度を推論する手順を示す． 
まず自社製品の特性を基に，製品特性の全てのノードに対し

て，その値を選択する．例えば，「Connect」と示されているノー

ドに対して，「〇」，「×」の二つの値が設定されており，製品が
「Connect」の機能を有するならば「〇」を，そうでない場合は
「×」を選択する．図 2（a）に入力例を示す．これら値をモデ

ルへ入力して推論を実行すれば，サービス内容の全ノードの各
値に対して確率値が出力される．例えば，「消耗部品交換」のノ
ードの値「〇」の確率値が 0.3，「×」の確率値が 0.7あると出力

されたとすると（図 2（b）），この結果は，当該製品の特性に対
する「消耗部品交換の適切度は 0.3である」ことを意味する．こ
こで適切度とは，当該サービスが製品特性を活用して価値を創

出する可能性を表し，0から 1の間の数値で表され，数値が大き
いほど価値を創出することが見込める． 

以上の手順で導出されたサービス内容の適切度は，設計者が

PSS において提供するサービスの選定を行う際の議論の参考と
して利用する． 

 

 

図2 構築したモデルを利用した推論結果例 

 

5事例適用 

本稿では，「業務用冷蔵庫をコア製品とした PSS のサービス設
計」を想定し，構築したモデルを利用して，推論を行った． 

まず業務用冷蔵庫を販売している企業が公開している製品情
報を基に，製品特性に該当するノードの値を入力し，推論を実行
する．これによって得られた結果を，適切度の高いサービス内容

から順に並べたものを表 4に示す．この結果の利用法の一つとし

て，適切度の高いサービス内容から順に（表 4の上から順に）そ
の具体化設計を検討することが挙げられる．例えば，業務用冷蔵
庫をコア製品とする PSS 設計者が，最も適切度の高い，「製品の

組立・建設・組込」のサービス内容をより具体的に検討すると，
一例として，「提供者が業務用冷蔵庫の設置場所を訪れ，冷蔵庫
の組み立て作業を行う」という，より具体的で実現可能と期待で

きるサービス内容を着想できる．このように，適切度の高いもの
から優先的に具体化設計することで，実現性の高いサービスが即
座に導出できると期待できる． 

表 4 事例適用結果（一部） 

 

 

6考察 

本稿では，ベイジアンネットワーク技術を利用することによ

って，コア製品の特性に適するサービスの推定を行うことを提
案した．これにより，主要な製品特性からサービスの適切度を推
論することで，PSS のサービス設計において参考となる知識提

供が期待できる． 

また本稿では，製品特性のノードに限って値を入力したが，
ベイジアンネットワークは本来，任意の組み合わせのノードに

対する入力値から，他の全てのノードの値を推定できる．よっ
て，製品特性に加えてサービス内容のノードにも値を入力し，残
りのサービス内容の適切度を出力できる．これより，既にサービ

スを展開している製造業者がそのサービスの提供を継続しつつ，
新たなサービス展開を検討する際も，ベイジアンネットワーク
技術の利用は有効であると考えられる． 

しかし，PSS のサービス設計におけるベイジアンネットワー
ク技術の有効性を示唆した一方，本稿のモデルは，統計データを
基にソフトウェアによって自動構築したものであるため，モデ

ルのグラフ構造及び条件付確率表内の各値は統計データを構成
する事例に依存する．また本来ならば，モデルのグラフ構造や条
件付確率の一部を設定することで，モデル設計者の意図を反映

することも可能であるが，本稿ではそれを行っていない．したが
って，今後も継続して PSS 事例のデータを統計データに追加し
つつも，構築されたモデルの意味を解釈し，モデル設計者の意図

を反映しながら，モデルを洗練する必要がある． 

7結論 

本研究では，製造業者のコア製品の特性を基に，ベイジアン
ネットワーク技術を用いて，それに適する PSS のサービス内容
を推定する手法を提案した．そして，実際の製品を提案手法に適

用して得られた結果を基に，具体的なサービス内容を検討する
ことで，その有効性を示した． 
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PLC サービス内容

製品導入のための工事・環境設定

製品の組立・建設・組込

製品仕様の個別カスタマイズ

製品使用情報収集・提供

製品利用法の講習実施

消耗部品交換

廃棄 使用済み製品の回収

リスク分析・管理 ◯ ×

◯ ×

◯ ×

◯ ×

×◯

◯ ×

販売

使用

保全

全般

提供しているか否か(○ or ✕)

◯ ×

◯ ×

ライフサイクル
上の製品特徴

製品特性 (入力値)

構築したモデル
を基に推論

生産形態

見込み生産

受注生産

消耗部品交換

〇

×

0.3

0.7

設備工事

不要

必要

Connect

×

〇

使用済み製品の回収

〇

×

0.6

0.4

Branch

〇

✖

サービス内容 (出力値)

製品機能

(a) (b)

適切度

適切度

サービス内容 適切度(降順)

製品の組立・建設・組込 0.9329

修復（清掃） 0.9322

点検・検査 0.9143

修復（部品交換・修理） 0.8748

顧客コミュニティ支援 0.1574

消耗部品交換 0.0814

… …
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