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要旨 
製品サービスシステム（PSS）の開発における顧客要求の特定に際して，顧客と要求分析者双方の発話情報の交換にて生じる情報の曖

昧さを解消し，顧客の意図を正確に把握する必要がある．しかし既存研究は，要求分析者の情報理解に生じる情報の曖昧さの議論に留ま

り，曖昧さの具体的な解消方法は提示されていない．本研究では，PSS の要求抽出に係る顧客と要求分析者双方に生じる情報の曖昧さを

特定し，解消する手法を提案する． 
 
1. 序論 

近年，新興国の急速な技術力の向上や製品の汎用化により，我

が国を含む先進国製造業の国際競争力が低下している．この状況

を打破する手段として，現行の製品の提供を中核とするビジネス

形態から，サービスの提供を中核とするビジネス形態への移行を

志向する製品サービスシステム（PSS: Product-Service 
Systems）の考え方が注目を集めている[1]．PSSとは，製品やサ

ービス，及びその統合物の供給／受給に関わる複数の利害関係者

による高度な価値の享受を可能とするビジネスモデルの総称であ

る．PSS設計の起点である要求抽出のフェイズにおいて，主たる

手段として行われているインタビューでは，顧客の意図に整合す

る要求を正確に抽出することが重要である[2]．しかし，顧客と要

求分析者双方の発話情報の交換において生じる「情報の曖昧さ」

が，顧客の意図に整合する要求の抽出を阻害している[3]．そし

て，顧客の意図と整合する要求の抽出の実現には，上記の情報の

曖昧さの特定と解消が不可欠である[3]．本研究では，PSSの要求

抽出インタビューにおける，顧客と要求分析者双方の発話情報の

交換において生じる情報の曖昧さを命題論理の形式で定義し，命

題論理における規則性に基づいた分析により曖昧さを特定し，解

消する手法を提案する． 
2. 先行研究と本研究のアプローチ 
2.1. 要求抽出における情報の曖昧さ 

Ferrari らは要求抽出インタビューにおける情報の曖昧さを，顧

客の発話情報に対する要求分析者の理解が顧客の意図と異なる現

象と定義している[3]．また，要求分析者が顧客の発話情報を理解す

るまでのプロセスを「解釈（interpretation）」「受容（acceptance）」
「理解（access）」の順に分類し，情報の理解プロセスを（1）のよ

うに命題論理の形式により表現している．ここで，i は発話情報を，

a は要求分析者を示す． 
accessiblea,i = interpretablea,i∩acceptablea,i （1） 

その上で，本プロセスにおいて「解釈の失敗（¬interpretable）」
または「受容の失敗（¬acceptable）」が発生することで，「理解の

失敗（¬accessible）」を引き起こし，結果的に，情報の曖昧さが生

じるとしている（2）．各失敗の類型とその説明を表 1 に示す． 
¬accessiblea,i = ¬interpretablea,i∪¬acceptablea,i （2） 

表 1 失敗の項目とその説明[3] 
失敗の項目 説明 

解釈の失敗 
(¬interpretable) 

主体ごとで尺度が異なる副詞，また指示語／専門

用語を用いて，相手の発話情報に意味を付与でき

ない状態 
受容の失敗 

(¬acceptable) 
解釈により発話情報へ与えた意味が，主体の価値

観，経験，思い込みなどにより受容できない状態 
理解の失敗 

(¬accessible) 
解釈と受容いずれかの失敗により，発話情報に対

する理解が誤っている状態 

また，Ferrari らは要求抽出における発話情報を分析し，その特

徴を 6つに分類している（表 2）．そして，この発話情報の特徴分

類に基づき，論理式（1）（2）における受容（acceptable）が定義

される．例えば，顧客の利用価値に関する発話情報の受容は，

acceptablea,i(Goals)と表現される． 
表 2 要求抽出における発話情報の特徴分類[3] 

特徴分類 定義・説明 

Domain 

Goals ドメイン固有の目標 
Rules ドメイン内のルール・規則 

Application 対象ドメインに関連する製品・サービスを利

用する主体の慣習 
Goals 設計対象の製品・サービスの利用価値・動機 

Requirements Goalsを実現させるために必要な要素 

Specification 主体が内的に形成する製品・サービスの仕

様・イメージ 

2.2. 既存研究との位置づけと本研究でのアプローチ 
PSS 設計研究では，要求抽出に関する幾つかの取り組みが存在

する．Song らは，PSS のライフサイクルにおける複数の利害関係

者間のコミュニケーション上に生じる情報の曖昧さを考慮した要

求抽出手法を提案している[4]．しかし Song らの手法は，顧客の発

話情報に対する要求分析者の理解に生じる情報の曖昧さを考慮し

ているが，要求分析者の発話情報に対する顧客の理解に生じる曖

昧さは対象としていない．そのため，顧客が理解を誤ることによ

り生じる情報の曖昧さの特定はできず，正確な要求抽出に至れな

い恐れがある． 
本研究は，顧客の意図と整合する要求の抽出の実現のために，

PSS の要求抽出過程における顧客と要求分析者双方の情報の曖昧

さの特定と解消を目的とする．そしてこれを達成するため，上記

の情報の曖昧さを双方向性の観点で再定義し，それに基づく曖昧

さの分析方法を構築する．さらに，実際の PSS の要求抽出インタ

ビューへの適用を通して，提案手法の有効性を検証する． 
3. 提案内容 
3.1. 本研究における情報の曖昧さ 
本研究では，要求分析者の発話情報に対して顧客側にも同様の

情報理解プロセスが内在すると仮定し，情報の曖昧さは顧客と要

求分析者双方の発話情報の交換において生じるものとする．その

ため，Ferrari らの情報の曖昧さの定義を拡張し，本研究における

理解プロセスを以下のように定義する．ここでの c は顧客を示す． 
accessiblei = interpretablea,i∩acceptablea,i ∩

interpretablec,i∩acceptablec,i （3） 

更に（3）とド・モルガンの法則により，情報の曖昧さの原因と

なる理解の失敗（¬accessible）は，（4）のように定義される． 
¬accessiblei = ¬interpretablea,i∪¬acceptablea,i∪

¬interpretablec,i∪¬acceptablec,i （4） 

（3）（4）より，本研究では顧客と要求分析者いずれかに解釈の

失敗または受容の失敗が生じた場合に，情報の曖昧さが生ずるも

のとする．以下では，次節で説明する情報曖昧さ分析フレームワ

ークを用いて，上記の曖昧さを特定し，解消する手順を説明する． 
3.2. 情報曖昧さ分析フレームワーク 
著者らは，前節で定義した論理式と表 2 に基づき情報の曖昧さ

分析を実行するためのフレームワークを構築した．本フレームワ

ークに記述する内容を表 3 に示す．本フレームワークを用いて情

報の曖昧さが生じ得る発話情報を構造化することで，顧客と要求

分析者の対話のみでは認識できない情報理解の失敗を表出化し，

それに基づく更なるインタビューによって曖昧さの特定と解消を

支援する． 
表 3 情報曖昧さ分析フレームワークの記述内容 
id 発話情報識別のために時系列順で付与した数値 

発話情報 インタビューから得られた発話情報 
発話者 情報の発言主体 

発話情報の 
特徴分類 表 2に基づき分類した発話情報の特徴 

情報曖昧さの原因

となる論理変数 
式（4）における情報の曖昧さの原因となった論
理変数 

特定した 
情報曖昧さ 特定した情報の曖昧さとその発生原因の概要 

3.3. PSSの要求抽出における情報の曖昧さ分析手法 
本提案手法は，3.2 で構築した情報曖昧さ分析フレームワークを

用いて，曖昧さを以下の手順で分析する． 
STEP1 要求抽出インタビューによる発話情報の取得 

STEP1 では、PSS の利用における一度目のインタビューを顧客

と要求分析者を対象に実施し，顧客の要求を抽出する．そして，

取得したインタビュー中の各発話情報に対して id を付与し，フレ

ームワークの記法により構造化する． 
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STEP2 取得した発話情報の特徴分析 
STEP2 では，まず表 2 を参照し，STEP1 で構造化した各発話

情報の特徴を分類する．次に，表 1 に基づき解釈／受容の失敗の

原因となり得る，主体の主観に依存する単語や文節が含まれる発

話情報を抽出する． 
STEP3 生じていた情報の曖昧さの特定と解消 

STEP3 では，STEP2 で抽出した発話情報に対して，要求分析

者が顧客に再度のインタビューを実施し，実際に生じている情報

の曖昧さを特定し，その原因となる論理変数を決定する．次に，

論理変数を参照し，特定した曖昧さとその原因を詳述する．上記

により，顧客と要求分析者双方の発話情報の交換において生じる

情報の曖昧さとその原因を表出化し，曖昧さの解消を可能とする． 
4. 事例適用 
4.1. 事例検証 
提案手法の有効性を検証するため，ビジネスチャットツールと

して利用されている PSS（コミュニケーションソフトウェアサー

ビス）事例における要求抽出に対して手法を試用した．本事例適

用では，学生 2 名が顧客と要求分析者として参加し，2 回のイン

タビューを実施した．3.3 にて説明した手順に則り，1 度目のイン

タビュー結果を情報曖昧さ分析フレームワークに適用し，その結

果に基づき再度インタビューを実施することで，顧客と要求分析

者双方の発話情報の交換における曖昧さの特定と解消を行った．

以下に，特定した曖昧さと，その原因に係る分析結果を解説する． 
4.2. 適用結果 
一度目のインタビューにより取得した発話情報を，情報曖昧さ

分析フレームワークに適用し，生じていた曖昧さを分析した結果

の一部を表 4 に示す．例えば，要求分析者の「見やすい UI（表 4，
id:21）」に関する発話情報において情報の曖昧さを特定した．具体

的には，要求分析者は「利用頻度の高い機能へアクセスしやすい

こと」を利用価値とし，「視認性の高い箇所にボタンが配置されて

いること」を見やすい UI と意図して，顧客に質問をしていた．こ

れに対して，顧客は「直感的に操作できること」を利用価値とし

ていたため，「使い慣れているツールやデバイスとの統一性がある

UI」を見やすい UI と受容していた．結果として，顧客と要求分

析者間で PSS に求める利用価値（Goals）が異なっており，要求

分析者の発話情報に対して，顧客の受容が失敗（¬acceptablec,i

（Goals））したことを情報の曖昧さ発生の原因として分析した． 
また，同様に「オープン（表 4，id:26）」という語に関する顧客

の発話情報に対しても情報の曖昧さを特定した．具体的には，顧

客は「自分の所属していないチャットにもアクセス可能であるこ

と」を意図して発言していた．これに対して，要求分析者は「自

身の所属するチャットのみアクセス可能であること」と解釈して

いた．結果として，発話情報に対する主体間の尺度が異なり，要

求分析者の解釈が失敗（¬interpretablea,i）したことを情報の曖昧さ

発生の原因として分析した．上記のように，提案手法の適用を通

して，顧客と要求分析者双方の発話情報の交換において生じる情

報の曖昧さの特定と解消が可能であることを確認した． 
5. 考察 
本研究では，提案手法をPSSの要求抽出インタビューに適用し，

顧客と要求分析者双方に生じる情報の曖昧さの特定と解消が可能

であることを確認した．例えば適用事例においては，「見やすい UI」
という発話情報に対して，要求分析者は「視認性の高い箇所にボ

タンを配置する」ための UI の改善が必要であると認識したが，顧

客は「使い慣れているツールやデバイスとの操作性に差異がなく，

直感的に利用したい」という複数デバイス間での UI の統一を意

図していたことが明らかとなった．このように，本手法を用いて

顧客と要求分析者の対話を表層的に観察することでは把握できな

い情報理解の失敗を表出化することで，顧客意図と PSS の設計要

件の整合性を向上させることが可能となり，この点において本手

法は設定した課題に対する有効性を有すると考える． 
一方で，提案手法は，情報の曖昧さを内包する発話情報の抽出

の過程に分析者のスキルや経験に依拠する部分が大きく，分析者

の違いにより得られる結果が異なることが予想される．この問題

を解決する方法の一例として，多様な PSS事例に対して本手法を

横断的に適用し，そこに生じる情報の曖昧さやその発生原因に関

するより実践的な類型を段階的な学習により整備することで，曖

昧さの抽出基準を詳細化し，それに自然言語処理の技術を組み合

わせる情報曖昧さの自動抽出ツールを構築することが考えられる． 
また，本研究で扱った情報の曖昧さは，PSS 設計の初期段階に

おける PSS の直接的な顧客と提供者間における要求抽出を対象

としており，PSS のライフサイクル全般に関わるより広範な利害

関係者間の情報交換を網羅するものではない．しかし，実際の PSS
設計では，複数の利害関係者が複雑に関係する状況下で設計・開

発・運用・廃棄等に係る意思決定とそのための要求抽出が行われ

ている．今後は，本手法の適用範囲を PSS のライフサイクル全体

における情報交換に拡大し，そこに生じる情報の曖昧さの特定と

解消を可能とし，持続性の高い PSS の実現に資する実践的手法の

開発を志向する． 
6. 結論 
本研究では，PSS の要求抽出インタビューに係る顧客と要求分

析者双方に生じる情報の曖昧さを特定し，解消する手法を提案し

た．そして、本提案手法を PSS の要求抽出インタビューに適用す

ることで，実際に情報の曖昧さの特定と解消が可能であることを

確認し，提案手法の有効性を検証した．今後は，提案手法の再現

性向上に向けた情報の曖昧さの抽出基準の詳細化，それに基づく

分析ツールの開発を目指す． 
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表 4 情報曖昧さ分析フレームワークによる分析結果（一部） 
id 発話者 発話情報 発話情報

の分類 
情報曖昧さの原因

となる論理変数 特定した情報曖昧さ 

21 要求 
分析者 

コミュニケーション

ツールに求めること

は，チャット，日程調

整と予定の確認とい

う最低限の機能を持

たせた，見やすい UI
ということか． 

Goals ¬acceptablec,i 
（Goals） 

情報の曖昧さ:  
要求分析者の「見やすい UI」という発話情報に対して，顧客と要求分析者
の PSSに求める利用価値（Goals）が異なり顧客が受容に失敗し生じた曖
昧さ 
原因: 受容した「見やすい UI」の差異 
・要求分析者 
利用頻度の高い機能のボタンが視認性の高い箇所に配置されていること 
・顧客 
使い慣れているツールやデバイスの操作性と差異がないこと 

26 顧客 

コミュニケーション

ツールを変えてみた

大きな違いは，チャッ

トをオープンに利用

できるようになった

こと． 

Domain 
Rules ¬interpretablea,i 

情報の曖昧さ: 
顧客の「オープン」という発話情報に対する尺度が異なり，要求分析者が

解釈に失敗し生じた曖昧さ 
原因:「オープン」の解釈の差異 
・要求分析者 
自身の所属するチャットのみアクセス可能であること 
・顧客 
自分の所属していないチャットにもアクセス可能であること  
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