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特集「サービスデザインを推進する」
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1.　は じ め に

新規ビジネスの創出を目的としたサービスデザインでは
テーマやターゲットが定まっていない曖昧な状況において
サービスの仮説となるアイデア創出を求められる．
複雑なサービスを設計するためのアプローチとして，

人間（UX），ビジネス，技術の3つのシステム要素で構成さ
れるシステムをサービスと定義する（図1）［1］．本研究では
このサービスシステムの設計をサービスデザインとする．
サービスデザインでは想定する顧客にアイデアの仮説を

確認して妥当性を検証する必要がある．その結果ピボットと
呼ばれる変更を行い，仮説を新たに設定して検証できるよう
方向転換を行う．これらのプロセスを素早く行うことで顧客
の特定と提供価値の絞り込みを行う事が可能となる．図2に
構築－計測－学習のフィードバックループのモデルを示す［2］．

しかし，ピボット自体は概念であり，具体的な設計にお
いては設計者の経験に委ねられている部分が多い．特に
サービスデザインにおいては最終的に人間（UX），ビジネス，
技術のそれぞれのシステム要素を統合する必要があり，
さらにその結果は顧客の妥当性確認を必要とすることから
複雑なシステムデザインが求められる．本研究ではピボット
の要求となる制約条件を可視化するための方法を提案すると
共に提案の妥当性を考察する．

2.　現状の問題点

ピボットとはインサイトを元に反復的にアイデアの改善
を行うことであり，Eric Riesは図3に示す通り，ビジョン
を変えずに戦略を変えることであるとしている．ユーザー
評価の結果から修正を行うポイントを整理して再設計を行
うが，実際には要求が暗黙的であり，設計の手戻りが多く，
膨大な工数がかかっているのが現状である．

3.　先 行 研 究

図4のピボットピラミッドはアイデアに変化を起こし，
別のビジネス領域で実験を行うことを視覚的に導くガイド
ラインを示している［3］．顧客（Customer），問題（Problem），
解決策（Solution），技術（Technology），成長（Growth）の5つ
で表現している．下段は頻繁に変えるべきではないとされ，
まず顧客，問題，解決策を固めることが重要とされる．下段
のピボットを行う場合，上段の項目についてすべてを見直す
必要があるとしている．
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図1　システムとしてのサービス［1］

図2　構築－計測－学習のフィードバックループ［2］

図3　ビジョン，戦略，製品の位置づけ［2］
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最終的には成長に貢献する計測可能な目標を持って，
ピボットにおける仮説を計測することにつなげるとしている．

Thomasらの研究で図5に示す仮説先行型起業プロセスが
具体的に示されている［4］．この中で3つのアプローチを示
しており，1つ目は創業者のビジョンを現実にすることに
注力している点，2つ目はウォーターフォール型である点，
3つ目は顧客からのフィードバックに対して素早く行動す
るという点を挙げている．
リーン・スタートアップではピボットの種類を表1に示す

10に分類している．これらの分類は実際にアイデアをどの
ように改善すれば良いかのパターンとして活用することが
できる．ピボットは変化と同義に使われたりするがこれは
間違いである．ピボットは変化の一種で，製品やサービス
やビジネスモデル，成長のエンジンについて根本的な仮説
を新しく設定し，それを検証するための行動を指している．

デザインの方法論の先行研究として，複雑で大型のシステ
ムに対するデザインアプローチとして，山岡がシステム思考と
デザイン人間工学を用いるアプローチを提案している［5］．
論理と造形を一緒にしながら検討するのではなく，先に

論理を詳細に検討して，絞り込み，可視化することで制約
条件による絞り込みができるとしている．図6に示すプロ
セスを反復的に行うことで，部分と全体との関係，原因と
結果の関係，時間的な関係を統合することができ，これら
を汎用システムデザインプロセスとして定義した．
前川は社会的ニーズや前提条件に起因する外部制約と事物

自体の形成に必要な内部制約の2種類の観点で構成される
デザイン創造における制約に着目した思考プロセスモデルを

図4　ピボットピラミッド［3］

図5　仮説先行型起業プロセス［4］

表1　10のピボット

ピボットの種類 内容

ズームイン型ピボット 複数の機能の製品でひとつの機能に特化する

ズームアウト型ピボット ひとつの機能の製品から複数の機能にまとめる

顧客セグメント型ピボット 顧客のセグメントの方向転換

顧客ニーズ型ピボット 当初の顧客のニーズとは違う新たなニーズに方向転換

プラットフォーム型ピボット アプリケーションからプラットフォーム、あるいはその逆に方向転換

事業構造型ピボット 少量複合システムのモデルから大量操業モデルに方向転換

価値捕捉型ピボット 収益モデルなどの価値を生み出すモデルに方向転換

成長エンジン型ピボット 成長戦略（ウイルス型、粘着型、支出型）を方向転換

チャネル型ピボット 製品を顧客に届ける販売チャネルを方向転換

技術型ピボット 価格・性能などが優れている別の技術に方向転換
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提示し，両制約が交互に編集される思考プロセスと，3種類
の内部制約それぞれが事物の編集に関与する仕組みを示し，
制約とデザイン検討の関係の分析を可能にしている（図7）［6］．
山岡，前川の先行研究では制約条件に基づく反復的な

デザインの思考モデルを提示しているが，具体的なピボット
の方法や手順について具体的に言及されていない．
一方，所らは変化し続ける目的や環境の中でシステムを適切

に対応させ，継続的にユーザーが求めるサービスを提供する
ことができるシステムの構築法であるDEOSプロセスを提案
している［7］．DEOSはDependability Engineering for Open 

Systemの略でオープンシステムのためのディペンダビリティ
工学のことである．信頼性や安全性など，システムの提供す
るサービスを安心して継続的に利用できる性質を総合して
ディペンダビリティとして定義している．DEOSプロセスの
最大の利点はステークホルダ間の要求の変化に対する合意議
論を十分に行うことができ，合意結果や，その結論に至った
理由や，議論の経緯をD-Caseと呼ばれる構造化された表記
として記録することができる点である．DEOSプロセスによ
る要求マネジメントを図8に示す．
要求マネジメントは，①要求抽出・リスク分析，②要求

に対するステークホルダ合意，③合意された要求の実現確
認と説明責任遂行，④要求変化と合意の更新という4つの
フェーズからなる．合意形成の過程で，抽出された要求は

見直される事もある．これら要求の変化を可視化すること
は山岡の制約条件の絞り込みにも共通すると言える．

DEOSの要求マネジメントは要求に対する合意事項を記述
するシステムを設計のシステムとは別に設けることで要求
自体を随時更新して管理していく考え方である．サービスの
システムでは3つの異なるシステム要素が別のシステムの要
求となるため，DEOSに相当する「要求の変化」をモニター
する別のシステムを定義することでサービスシステム内の
相互要求のパターンを説明することができる．これを元に
サービスデザインのピポットマネジメントに必要なアーキ
テクチャモデルを提案する．

4.　PRAMの提案

PRAMはPivot Reference Architecture Modelの略であり，
ピボットによる方向転換のパターンを図9に示す3次元空間上
に示すものである．各システム要素は平面として，体験価値な
どの人間に関わる「UX」の解空間，実用性として表現される
「ビジネス」の解空間，実現性として表現される「技術」の解
空間の3つの平面から構成される．範囲を限定することで
サービスのアーキテクチャをリファレンスモデルとして表現する．

図6　汎用システムデザインプロセス［5］

図8　DEOSプロセスにおける要求マネジメント［7］

図7　外部制約と内部制約の編集に関する思考モデル［6］
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具体的な設計は以下の3つのステップで構成される．
①  システム要素（UX，ビジネス，技術）の解空間探索
②  システム間の相互要求（制約条件）による接合点探索
③実用最小限の製品の定義

4.1　システム要素の解空間探索
人間（UX），ビジネス，技術の各システム要素における

解空間を平面として表現する．設計における探索結果は図10

に示す黒塗りの部分の解空間として表現することができる．
各システム要素で実施される設計は以下の方法を想定する．

人間（UX） ：ペルソナ，ジャーニーマップ，UXシナリオ
ビジネス ：バリュープロポジション，ビジネスモデル
技術 ：機能設計，物理設計

4.2　システム間の相互要求（制約条件）による接合点探索
システム要素は互いに制約条件の関係にある．例えばビジネ

スモデルの設計結果で利用シーンの想定が変われば人間（UX）
の制約条件が変わる．そのため，システム要素間の接合点が
合致する点が制約条件を満たす設計と言える．人間（UX）と
技術，技術とビジネス，ビジネスと人間の3つの平面軸同士の
接合点を探索する．この作業は反復して行われる（図11）．

4.3　実用最小限のプロダクト定義
最終的に3つのシステム間の解空間が合致する接合点を

見つける．すなわち顧客と企業の価値交換関係が成立し，
ユーザーによって魅力的な体験価値があり，技術の実現性を
持つ点が実用最小限の製品と定義できる（図12）．すなわち
各システム要素が制約条件を満たしつつ，顧客にとっての
妥当性を担保できるサービスと言える．

5.　考 察

実際にPRAMを利用して相互制約条件を前提とした設計
を考察する．2つのシステム間の相互要求を満たす設計を行
う場合，ピボットを以下の3パターンに分けることができる．

1．システム要素Aを移動しシステム要素Bに合わせる
2．システム要素Bを移動しシステム要素Aを合わせる
3． システム要素Aとシステム要素Bを両方移動し合わせる
人間（UX）とビジネスのシステム要素間のピボットを例

に挙げて，それぞれの手順を明示した上で特徴を述べる．

5.1　 パターン1：人間（UX）を移動しビジネスに合わせる
（図13）

•  ビジネスの制約条件に合わせて人間（UX）を設計する
• ビジネスのシステムは予め定義した解空間から出ない
•  バリュープロポジション，ビジネスモデルの結果から
ペルソナ，ジャーニーマップ，UXシナリオを再設計
する．

例えば，ターゲットの変更や既存のチャネル見直しなどに
より，UXを再設計する場合などがこれに当たる．ターゲット
とする顧客像の修正，解決策の変更など体験価値に関わる
再設計を行う場合はこのパターンに相当する．

図9　PRAMで表現される解空間

図12　実用最小限の製品定義

図11　システム間の相互要求による接合点探索

図13　パターン1：ビジネスを制約条件とする場合

図10　システム要素の解空間
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5.2　パターン2：ビジネスを移動し人間に合わせる（図14）
•  人間（UX）の制約条件に合わせてビジネスを設計する
•  人間（UX）のシステムは予め定義した解空間から出ない
•  ペルソナ，ジャーニーマップ，UXシナリオの結果か
らバリュープロポジションやビジネスモデルを再設計
する．

例えば，UX設計の結果，体験価値が明確化してバリュー
プロポジションを詳細化する．ペルソナ像が明確化して
プライシングの仮説が具体化する，などビジネスに関わる
実用性の再設計を行う場合はこのパターンに相当する．
一般的にビジネスは対象顧客の設定に関わるため，ピボット
ピラミッドの最下段を変更することになり，ビジネスの再設
計を行う事は結果として他のシステム要素（UX，技術）の
解空間を広げてしまう可能性が高い．

5.3　 パターン3：人間とビジネスを両方移動し合わせる 
（図15）

•  UX，ビジネス両方を調整し設計する
•  各システムは予め定義した解空間から出る
•  ペルソナ，ジャーニーマップ，UXシナリオ，バリュープロ
ポジション，ビジネスモデルを同時にフィットさせる．

この場合，制約条件が相互に流動的となり，結果として
要求の範囲が広く再設計の手掛かりが少ない．そのため，
手戻りや工数の増大につながることになる．暗黙的な
ピボットではこのパターンが起きているケースが多く，
パターン1や2のようにどちらかのシステム要素を要求と
して再設計することが効果的な再設計であると言える．

6.　結 論

本研究ではピボットの要求となる制約条件を可視化するた
めの方法であるPRAMを提案すると共に妥当性を考察した．
サービスを人間（UX），ビジネス，技術の3つのシステム
要素からなるシステムとして考えることにより，それぞれ
を相互制約として要求を可視化することでピボットを制御
可能にするものである．これによりピボットの概念を3つ
のパターンによる制御可能な設計方法として示した．
また，DEOSの要求マネジメント同様，PRAMを活用して要

求を可視化して分析，記述を反復的に行うことでピボット自体を
マネジメントすることができる．これにより，図16に示すサービ
スデザインのピボットマネジメントモデルを実現することも可能
である．

図14　パターン2：人間（UX）を制約条件とする場合

図15　パターン3：相互に制約条件とする場合

図16　PRAMによるサービスデザインマネジメントモデル
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具体的な設計においては設計者の経験に委ねられている
部分が多く，曖昧かつ複雑な設計に対して設計の手戻りが
多く，膨大な工数がかかっているが，PRAMを活用した
サービスデザインマネジメントモデルにより汎用的設計方
法が確立し，より質の高いサービス開発につながることを
期待している．今後は具体的なプロジェクトにおいて検証
を行い，本研究の妥当性検証を実施していく．
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