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要旨 

製品とサービスの統合による高付加価値化を目指す製品サービスシステム(PSS)が注目され，その設計と提供が試みられている．し

かし，長らく製品の販売を主業と捉えてきた製造業が，PSS がもたらす脱物質的な価値提供を実践することは容易でなく，PSS 普及上

の障壁となっている．本稿では，既存の設計方法論及び PSS の研究開発事例調査結果から，製造業による取り組みを容易にするための

PSS デザインガイドを試作する． 

 

1 序論 

近年，我が国を含む工業先進国の製造業は，新興国の技術台頭
に伴う激しい市場競争や製品のコモディティ化等，さまざまな問
題に直面しており，従来の「高品質の製品を低価格で」という事

業構成思想で，国際市場における競争優位性を再獲得・維持する
ことは困難になりつつある．そこで近年，製造業の競争力や持続
性を向上させる手段として，製品とサービスを高度に統合し，顧

客と提供者の双方に継続的な高付加価値の提供を実現するシステ
ム [1]である製品サービスシステム（Product-Service System: 

PSS）が注目され，その形成が試みられている．しかしながら，

これまで製品の製造・販売のみを行ってきた製造企業が，自身が
生産する製品を用いた PSS を設計するのは容易ではなく，実際に，
製造企業が手掛けるサービス事業の多くが，売り上げ拡大や収益

増大に繋がっていないことが指摘されている[2]．この主な要因と
して，PSS 開発プロセスの体系化が不十分なことが挙げられる．
これまでの PSS 設計に関する研究では，設計活動を改善し強化す

るための多くの方法やツールは示されているが，PSS 開発プロセ
ス全体に対する包括的なアプローチ[3]は少ない．本研究では，製
造業による PSS 設計の取り組みを容易にするために，PSS 開発プ

ロセス全体において満たすべき要件を整理し，その要件をもとに
PSS デザインガイドを試作する． 

2 本研究のアプローチ 

2.1 サービス設計プロセス 

サービス工学において，サービスの価値は常にその受給者によ
り決定されることが知られており，サービス設計の初期段階で予
め受給者の要求を分析・抽出することが重要視されている[4]．こ

れを踏まえ，新井らは，基本的なサービスの設計プロセスとして，
受給者の要求分析を予め行い，サービスの実現構造設計，利害関
係者間のフロー設計，設計解評価の 4 つのステップを踏むことを

提案している[5]．また，設計解評価では，サービス受給者をはじ
めとする，関わる多様なステークホルダの個人的特性を計算機上
でモデル化し，それを基に設計解が各ステークホルダの満足度に

どれほど寄与するかを総合的に評価することが提案されている． 

2.2 本研究のアプローチ 

2.1 で述べたように，受給者視点に立って設計を進めることは，
サービスを設計対象に含む PSS 設計においても同様に重要だと
考えられる．しかし，これまで製品のみを扱ってきた製造企業が，

製品とサービスの統合提供を行う新たな事業形態やその仕組みを
理解し PSS を設計するのは容易でない．従って，設計の前工程で，
PSS に対する理解を深める準備段階が必要である．また，PSS の

設計解評価を行うためには，関連する多様なステークホルダそれ
ぞれにとって有益な解か否かを確かめる必要がある．サービス工
学における手法は多様なステークホルダを考慮した評価が可能で

ある．一方，計算機の利用環境を前提とするため，評価者に利用
環境の整理や利用方法の理解を強いることとなり，製造企業の設
計者が評価を実践する際の障壁となりかねない．従って，評価者

に手間がかかる事前準備を強いずとも，各ステークホルダの有益
性を評価する方法が必要である． 

以上の理由により，製造企業が PSS 設計を実施するためには，

設計者に PSS の理解を促す準備段階から顧客要求の把握，PSS

実現構造とフロー設計を経て，設計解の評価に至るまでの設計の
一連プロセスを支援する必要がある．更に，設計解評価において

は，関連するステークホルダそれぞれにとって有益であるかどう
かを簡単に評価する必要がある．そこで本研究では，上記を支援
すべく，製造企業による PSS 設計の取り組みを容易にするための

PSS デザインガイドを試作する．そのために，既存の設計方法論
及び PSS 研究開発事例の調査を行い，PSS デザインガイドが各設
計プロセスで満たすべき要件を整理する．そして，整理した要件

に基づいて，デザインガイドに組み込むツールと利用手順を検討
し，PSS デザインガイドを構成する． 

3 各設計段階で満たすべき要件 

既存の設計方法論及び PSS 開発事例を調査した結果，PSS デザ
インガイドが満たすべき要件を整理した．設計の準備段階おいて
は，設計者が PSS の学習を行う「PSS 学習」，顧客要求の把握段

階においては，顧客の潜在的な要求を探索する「要求抽出」及び
顧客の要求を特定する「要求分析」を抽出した．PSS の設計段階
においては，顧客に提供するサービスコンテンツやチャネル，そ

れを実現するためのリソースを特定する「実現構造設計」，PSS

を実現するために自社に不足したリソースを補う利害関係者を特
定する「フロー設計」を抽出した．評価段階においては，導出し

た設計解から事業構造を評価する「総合的評価」を抽出した． 

4 PSS デザインガイド 

4.1 PSS デザインガイドの概要 

3 章で整理した要件のうち，「PSS 学習」，「要求分析」，「実現構

造設計」，「フロー設計」は，既存のサービス設計において満たさ
れている要件であるため，それらの要件に対しては，既存のサー
ビス設計で用いられるツールを用いる．一方で，受給者の「要求

抽出」，「総合的評価」は既存のサービス設計では満たされない要
件であるため，それらの要件を満たすツールは，著者らが新たに
選定した．具体的には，受給者の「要求抽出」においては，より

顧客の潜在的な要求を把握するための手段として，内観を表出化
させるためのツールであるシリアスプレイを用いた．また，「総合
的評価」では，PSS の実現にかかわる構成要素をより簡単に評価

するために，ビジネスモデルキャンバスを用いた． 

4.2 PSS デザインガイドの利用手順 

試作した PSS デザインガイドは，「PSS 学習（STEP0）」，「要
求抽出（STEP1）」，「要求分析（STEP2）」，「実現構造設計
（STEP3）」，「フロー設計（STEP4）」，「評価（STEP5）」の 6 つ

の段階から構成される（図 1）．以下では，各ステップで使用する
ツールと実施手順を説明する． 
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図 1 PSS デザインガイドの全体像 

STEP0：PSS 学習 

EDIPS[6]を用いて，PSS 学習を行う．EDIPS は，PSS 設計に
おいて重要な観点である「製品とサービスの組み合わせによる価

値増幅」の習得を教育目的としたビジネスゲームである．本ビジ
ネスゲームは 5 人用のボードゲームで，プレイヤは製品提供者と
サービス提供者に分かれ，製品提供者は製品の販売，サービス提

供者は製品のライフサイクルに沿ったサービスの提供によりポイ
ントを得る．ゲームの勝敗は，開始から 90 分経過した際に各プレ
イヤまたはアライアンスを組んだグループの所持ポイントのスコ

アで決定する． 

STEP1：要求抽出 

レゴシリアスプレイを用いて，要求抽出を行う．レゴシリアス

プレイは，MIT 発の教育理論「コンストラクショニズム」と，IDM

発の戦略理論「シリアスプレイ」と，レゴブロックを組み合わせ
たメソッドであり，人が持つ潜在的なアイデアの表出化を可能と

する[7]．以下に本ステップの具体的な実施手順を示す． 

(1) テーマ設定と個人ワーク 

ファシリテータのもと，対象とする製品にかかわるテーマを設

定し，レゴブロックを用いて，各設計者でテーマに関する作品を
作成する．これにより，各設計者のテーマに対する潜在的な想い
を，レゴブロックの作品という形で可視化させる． 

(2) ストーリーの共有 

設計チーム内で，作品のストーリーを共有する．具体的には，
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各設計者が，テーマに対して何を重要と考えているのか，どのよ
うな感情を抱いているのかといった，思考，感情，動機，価値観
を共有する．作品のストーリーを共有することにより，設計者の

テーマに対する認識をより深める． 

(3) ランドスケープの作成 

(1)で作成した作品間の，時間軸的な関係や因果関係等を整理し，

それら作品の関係を一平面上に表したランドスケープを作成する． 
STEP2：要求分析 

要求分析テンプレート[8]を用いて，顧客要求の分析を行う．本

テンプレートは，要求分析に関する作業を実施するための 4 種類
のテンプレート（ペルソナテンプレート，脚本テンプレート，キ
ーワードテンプレート，要求抽出テンプレート）と，そこでのデ

ータ入力に用いる語彙を収録した 2 種類の語彙集（性格・志向語
彙集，品質要素語彙集）により構成される． 

本ステップでは，まず，STEP1 で共有した各設計者のテーマに

対する思考等やその関係性をもとに，顧客がテーマに対してどの
ような思考・要求を持っているか，どのような行動をとるか，何
が課題なのか，を検討する．そして，その検討結果に基づき，対

象とする顧客像を明確にするためのペルソナテンプレートと，製
品に関わる顧客行動を把握するための脚本テンプレートを記述す
る．作成した脚本テンプレートから，キーワードテンプレートを

用いてキーワードを整理した後，要求抽出テンプレートを用いて
要求を特定する． 

STEP3：実現構造設計 

ビューモデル[4]を用いて，PSS の実現構造を設計する．ビュー
モデルは，ある 1 つの顧客要求に対して，「顧客要求を充たすため
の機能」と「機能を実現するための実体物」を対応付けることに

より，要求充足のための手段を表現するモデルである．本ステッ
プでは，STEP2 で特定した要求に対してビューモデルを展開し，
サービスの実現構造を決定する． 

図 2 に，ビューモデルの記述例を示す．この例では，顧客であ
る電力会社の「設備更新をしたい」という要求に対して，「機器の
交換を行う」という機能から，より具体的な機能へ展開してされ

ている．最終的には，展開された各機能に対して，各機能を実現
する実体である「教育者」，「安全講習会」，「技術者」，「マニュア
ル」が対応付いている． 

要求項目

機能

実体

設備更新をしたい

機器の交換を行う

機器を安全に扱う 新しい機器を発注する

機器の情報を
得る

安全講習を
行う

機器を製作
する

機器の使用方法
を教える

教育者 安全講習会 技術者 マニュアル
 

図 2 電力会社の設備更新に関するビューモデルの記述例 

STEP4：フロー設計 

フローモデル[4]を用いて，PSS にかかわる利害関係者間の関係

及び価値供給の流れを設計する．本ステップではまず，STEP3 で
展開したビューモデルの機能及び実体から，自社が担う範囲を明
確化する．次に，PSS 実現のために自社に不足したリソースを提

供する協業相手を特定する．以上のプロセスで特定した利害関係
者をノードで表し，価値供給の流れをノードで繋ぐ有効リンクで
表現する． 

STEP5：評価 

ビジネスモデルキャンバスを用いて評価を行う．ビジネスモデ
ルキャンバスは，事業構造を「顧客セグメント」，「価値提案」，「チ

ャネル」，「顧客との関係」，「収益の流れ」，「リソース」，「主要活
動」，「パートナー」，「コスト構造」の 9 つの観点から分析・評価
するためのツールである．本ステップでは，STEP3 及び STEP4

で導出された設計解をビジネスモデルキャンバス上に表現し，事
業構造の実現性を評価する．その上で，自社，顧客，パートナー
企業にとって有益な実現構造であるか否かを確認する． 

5 検証 

本章では，既存の PSS 設計方法論が 3.1 で示した要件をどれだ
け満たすか文献調査し，本研究で提案した PSS デザインガイドと

比較することで有効性を検証する．表 1 にその比較結果を示す．
本デザインガイドでは，既存の PSS 設計方法論に不足していた，
「PSS 学習」，「要求抽出」，「総合的な評価」の段階を支援した． 

表 1 類似した既存研究との比較 

 

本デザ

インガ

イド 

McAloo

ne[3] 

Müller 

[9] 

Hara 

[10] 

準備 PSS の学習 x    

顧客要

求の把

握 

要求抽出 x    

要求分析 x x x x 

PSS設計 

実現構造 

設計 
x x x x 

フロー設計 x x x x 

評価 総合的評価 x x   

6 考察 

準備段階では，EDIPS を用いた PSS 学習により，PSS という
新しい事業形態に不慣れな製造企業の設計者に対する設計支援を
可能とした．顧客要求の把握段階では，要求抽出の段階を踏むこ

とで，製品を使用する顧客像や製品と関わる顧客行動を詳細に検
討でき，その後の要求分析テンプレートの記述が容易になると考
えられる．評価段階では，ビジネスモデルキャンバスを用いて，

導出された PSS 事業構造を多角的に，また簡単に分析・評価でき
るようにした．以上のステップにより構成される PSS デザインガ
イドは，3.1 で示した要件を網羅した．更に，既存研究が満たして

いない要件を，提案したデザインガイドが満たすことを表 1 より
確認した．これより，製造業による PSS 設計を支援する上で，提
案手法は一定の有効性を有すると考えられる． 

本稿では，より網羅的に PSS 開発プロセスを支援した一方で，
高付加価値で実現可能な PSS 設計解を導出するには，より質の高
い実現構造の導出の支援が不足していると考えられる．ゆえに今

後は，PSS実現構造のアイデアの発想支援するツールを検討する． 

7 結論 

本研究では，製造業による PSS 設計の取り組みを容易にするた
めの，PSS デザインガイドを提案した．そして，既存の設計方法
論と比較することにより，提案手法は PSS 設計を支援するうえで

一定の有効性を有することを確認した．今後は，PSS の実現構造
の発想を支援する段階を補うことで，デザインガイドの改良を行
う． 
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