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要旨 

サービスの設計や提供における主体のコンテキスト（文脈）の取扱いが重要視されている．観光サービスのような広域提供サービスで

は，様々な業種，規模のサービスが統合されるため，各ステークホルダのコンテキストの相違により多様な問題が発生する．本稿では，

広域提供サービスがもたらす価値を高めるために，客観的に取得したコンテキストを提供者の立場，目的に応じて可視化し，対象サービ

スの問題発見を支援する手法を提案する． 

 

1 序論 

近年，日本を訪れる外国人観光者は増加する傾向にあり，2020

年の東京オリンピックの開催予定に伴い，この傾向は今後一層

加速予測されている．そのような状況下において観光サービス

やまちづくりサービスのような広域提供サービスが，日本の観

光力の増大，世界に誇れる魅力的な都市の実現のために担う役

割は大きい．しかしながら，路上でのインターネット利用が不

便，観光地の地名や施設名の表記が不統一であるなど，顧客に

対する接遇に関して多くの問題を有しており，より良い広域提

供サービスを設計するには上記の問題を解決する手法が必要と

されている． 

経済の新たな世界観を提唱する Service-Dominant Logic（SDL）

では，製品やサービスの利活用において，関連する様々なコン

テキスト（文脈）に伴って知覚される文脈価値を重視すべきで

あると主張されている[1]．つまり，文脈価値を高めるためには，

顧客のコンテキストを考慮したサービス提供が求められる．し

かし，広域提供サービスは様々な業種，規模のサービスを担う

提供者から構成されるため，個別の提供者の規模や業種は様々

であり，それに伴い顧客の属性や利用シーンも多岐に亘る．そ

のため，顧客のコンテキストの正しい把握が難しく，提供者に

よる一方的な価値提供の結果，上記の問題が発生していると考

えられる．現状，コンテキストの取得手法として，Szymon らは

ContextViewer[2]を提案している．しかしながら，この手法で可視

化されるコンテキストはサービス改善のために必要な顧客のコ

ンテキストの一部に留まる．そのため，広域提供サービスの多

様な顧客のコンテキストを把握できる手法の開発が求められる．  

2 本研究のアプローチ 

広域提供サービスは，観光サービスやまちづくりサービスのよ

うに様々な業種，規模のサービスによって構成されている．この

ように広域提供サービスは多くの個別のサービスから構成され

ているため，広域提供サービス全体として改善を行うには，各サ

ービス提供者がそれぞれの顧客のコンテキストの考慮が必要で

ある．そのためにまずは，当該サービスを構成している各提供者

の規模で現存している問題を分類し，その共通点や傾向を分析し

た．この分析では，Geels らが用いているミクロ，メゾ，マクロ

という 3 つのレベルの分類方法を用いる[3]．Geels らは，これらの

分類軸を用いて，社会技術システムを空間的な観点から 3 つのレ

ベルに分類している．本研究では，当該サービスを構成する各提

供者をサービスの規模，提供範囲からミクロ，メゾ，マクロに分

類し，それぞれに対応する問題の共通点と問題発見に必要な情報

をまとめた（表 1）．ミクロに分類される飲食や販売サービスを行

う各店舗は，店員の接客態度，店内状況など顧客個人の感情や行

動に関わる問題が多く存在する．一方，メゾやマクロに分類され

る，商店街，ショッピングセンター，観光協会，市町村などは，

アクセスや混雑，観光地としての魅力度など，顧客個人の感情や

行動だけでなく，顧客全体としての流動や行動傾向など関わる問

題が多く存在する．つまり，当該サービスにおける提供者の規模，

提供範囲がミクロからメゾ，マクロと大きくなるにつれて，対象

とすべき顧客数も大きくなるといえるため，多くの顧客の行動や

動きを全体像として把握する手法が必要である． 

次節に，各レベルの提供者が抱える問題の発見に必要な情報を

得るために，顧客のコンテキストを取得・可視化する手法を示す.  

表 1 広域提供サービスの分類 

ミクロ マクロ

規模 小 大

接客態度が悪い アクセスが不便(混雑)

清掃されていない 観光地としての魅力度が低い

共通点
接客態度

店内環境

アクセス,混雑

魅力度

必要な情報 個人(感情,行動) 個人+全体(流動,行動傾向)

メゾ

→

提供者 各店舗
商店街

ショッピングセンター

観光協会

市町村

問題例
行きたい店舗が離れている

商店街全体の雰囲気が暗い

施設のデザイン

レイアウト(配置)

→  

3 コンテキスト取得手法 

3.1 取得・可視化ツール 

本研究では Dey らの定義[4]に基づき，コンテキストを「主体を

特徴づけるあらゆる情報」と定義し，各レベルの提供者が抱える

問題の発見を支援するために，顧客のコンテキストを取得・可視

化するツールを開発する．EncounterLogger は，対象エリアの顧客

を観察することで，問題の発見に必要な情報に関わるコンテキス

トを取得するアプリケーション（アプリ）である．取得したコン

テキストは，各レベルの提供者が必要な情報に合わせて可視化可

能である． EncounterLogger Viewer は，取得されたコンテキスト

を可視化するツールである．以下にて，各々に関して詳述する． 

① EncounterLogger アプリ 

広域提供サービスの顧客の年齢層は様々であり，お年寄りや子

供などのデジタルディバイド層も存在するため，多様な顧客を分

け隔てなく観察できるシステムが求められる．そこで，本アプリ

をインストールしたスマートフォンを携帯した観察者が，対象エ

リアの顧客の様子を客観的に観察することにより，コンテキスト

を取得する．本研究では，取得可能なコンテキスト要素として，

感情，行動，場所，時間の 4 つに着目した．感情は，詳細に観測

難しいため，positive，neutral，negative という 3 つの感情に分類

し，感情タグとして取得する．行動は，顧客の行動は多岐に亘る

ため，観察者が顧客を観察し，その様子を自由に書き込む記入欄

によって取得する．場所と時間は，スマートフォンの GPS 取得

機能，時間設定機能を利用し，行動を書き込み保存すると同時に，

自動で取得する．特に，場所というコンテキスト要素の取得に関

して，当該サービスは屋内屋外問わず，広範囲にサービスが展開

されているため，屋内における観察も必要であるが，GPS では屋

内の位置情報を正確に取得できない．そのため，対象エリアに

iBeacon を設置することで，iBeacon の個別の端末からのその ID

データを取得できる機能も導入した．  

② EncounterLogger Viewer 

EncounterLogger Viewer は EncounterLogger アプリで取得したデ

ータをGoogleマップ上で可視化できるPC用インターフェースで

ある．可視化するデータ，ユーザ，表示方法をメニューから選択

することで，取得データを各レベルの提供者が必要とするコンテ

キストとして可視化できる． 
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 ミクロに分類される提供者は，顧客個人の行動や感情，またそ

の場所など，個人的なコンテキストを取得する必要がある．その

ため，感情タグとつぶやきの内容を表示することで，顧客の詳細

な行動や時間，場所，それに伴う感情を確認できる感情データモ

ードを導入した．また，顧客が提供者のサービスを受容する前後

の行動や情動の把握も重要である．そのため，観察者が観察対象

とする顧客と行動を共にする観察を行い，そのつぶやきを線で繋

ぐことで動線として表示するルートマップモードを導入した． 

 メゾ，マクロに分類される提供者は，顧客個人の詳細なコンテ

キストに加え，顧客全体の混雑箇所や行動傾向など全体的なコン

テキストを取得する必要がある．人が多く存在する場所は，観察

者のつぶやきの量も多くなると仮定すれば，顧客全体の混雑状況

を確認するためには，つぶやきの密集範囲と度合いを可視化する

必要がある．そのため，つぶやきの密集範囲を色付けで表現する

ヒートマップモードと，その範囲のつぶやき数を具体的に数値で

示す数値ビューモードを設定した．また，行動の傾向もある程度

感情により分類されると仮定すれば，感情タグ別につぶやきの密

集度を表示し，感情データも同時に表示有効である．そのため，

ヒートマップモードや数値ビューモードは感情タグ別に表示可

能な設定にした上で，感情データモードも同時に表示可能とした． 

4 検証 

4.1 検証方法 

 提案手法のコンテキスト取得および可視化能力を確認するた

めに，事例適用を行った．対象事例として東京都上野エリアで行

われる広域提供サービスを選択した．本エリアは，公園や動物園，

博物館など，様々な業種，規模のサービスが存在し，また様々な

属性を持った観光客が混在しているため，広域提供サービスの質

的向上が求められていた．本検証では，本エリアに存在する広域

提供サービスを享受する観光客を観察し，実際に筆者らが

EncounterLogger アプリを用いて観光客のコンテキストの取得を

試みた．その後，EncounterLogger Viewer を用いて取得した観光

客のコンテキストの可視化を試みた．今回の検証では，

EncounterLogger アプリで各コンテキスト要素を取得すること，

EncounterLogger Viewer の感情データモード，ヒートマップモー

ド，数値ビューモードの可視化能力を検証対象とし，ルートマッ

プモードに関しては対象外とする． 

4.2 検証結果 

上野エリアの観光客を観察し，取得した顧客のコンテキストを

可視化した結果，様々な可視化方法からそのコンテキストを確認

できた． 

感情データモードによる可視化からは，10 時 55 分に上野駅北

口付近にて，「改札前の階段でお父さんがベビーカーを抱えなが

ら，階段を下っている．重たそうにしている(negative)．」という

つぶやきを確認できる （図 1）．これにより，個人の感情、行動，

場所、時間，4 つのコンテキスト要素を取得できたといえる．ヒ

ートマップモードからは，上野駅公園口，正面口，不忍池付近に

つぶやきが集中しており，これらの周辺は混雑していることが分

かる（図 2）．また，数値ビューでは，上野駅公園口に 88 件，正

面口に 149 件，弁天堂に 83 件つぶやきが存在していることが確

認でき，特に，上野駅正面口はかなり混雑していることが分かる．

さらに，ヒートマップモードと感情データモードを同時に表示す

ることで，positive なつぶやきが密集している不忍池付近の魅力

を把握できた．例えば，「子供と手をつないで歩いている

(positive)」，「池の景観が綺麗(positive)」という内容のつぶやきを

多数確認できたため，このエリアは子連れの顧客が多く訪れ，池

の景色を楽しむ傾向があることが分かった． 

以上のことにより，EncounterLogger アプリからコンテキスト要

素が取得され，そのコンテキスト要素が EncounterLogger Viewer

により各レベルの提供者改善のために必要な情報として可視化

されたことを確認できた． 

  

 

図 1 感情データによる可視化(一部拡大) 

 

図 2 ヒートマップ，数値ビューによる可視化(一部拡大) 

5 考察 

検証の結果を上野エリアの観光サービスを担う各提供者の立

場で確認することで，具体的に問題を発見できた．例えば，上野

駅を管理する提供者の立場に立てば，ヒートマップや数値ビュー

から公園口や正面口に人が多く集まり，特に正面口には negetive

なつぶやきが集まっていることから，顧客の不満が多く存在して

いることが分かる．そして，感情データからその行動を確認する

ことで，出口が分からず困っている多くの人の存在を把握したた

め，出口を示す看板が分かりづらいなどの問題が挙げられる． 

このように EncounterLogger を使用し，顧客のコンテキストを

把握することで，実際に改善すべき問題を発見できた． 

6 結論 

 本稿では，広域提供サービスの効果的な改善を目的として，各

提供者の分類に基づき，多様な顧客のコンテキストの把握する手

法を提案した．その結果，実際に提供者が解決すべき問題の発見

を支援できた．  
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