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Abstract 
The Lean Startup shows that Minimum Viable Product (MVP) can create new business. However, it doesn’t show 
how to actually make MVP. This study shows a structured service design model based on the perspective of 
external and internal constraints. By utilizing the vertical and horizontal approaches, we can find out multiple 
viewpoints which are required to perform system design. The models show a thinking process in which external 
and internal constrains are alternately adjusted and a MVP that satisfies all constraints is finally identified. These 
are able to explain pivot based inheritance of MVP. 
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1 背景 
リーンスタートアップは、MVP(Minimum Viable 

Product)と呼ばれる実用最小限の製品を特定して、市

場で素早く評価する方法である（Eric 2011）。特に

新規事業の場合はビジョンと呼ばれる言語化されてい

ない先行イメージが全てに先立ち求められ、起業家が

ビジョナリーと呼ばれることもある（サリムet al.  

2015）。しかし、MVPの創造過程は暗黙的であり、モ

デルとして示されてはいない(Eisenmann et al. 

2011)。その結果、新規事業の担当者がサービスやプ

ロダクトの創造過程が明確でないために、具体的に何

を作って誰に売るところまでの説明可能なビジネス立

案をすることが難しいことが課題である。 

そこで本研究では創造過程を説明するために、新規

事業のサービスデザインを対象に、MVPの創造過程に

おける内部制約と外部制約の関係性に着目して思考プ

ロセスのモデル化を試みることを目的とする。内部制

約と外部制約に着目した理由はデザイン創造過程を相

互制約の編集によって説明できるためである（前川 

2015）。デザイナーや対象事物に課す制約の種類によ

ってはデザイン発想を支援することがあり、物理的、

意味的、文化的、論理的な制約の存在が指摘されてい

る（Norman 1990）。また、制約は固定的ではなく、

発見され編集される流動的なものである（前川 

2015）。次に内部制約と外部制約の定義を述べた後に

相互制約の編集によって説明できる理由を述べる。 

制約を内部と外部に分け、内部制約はデザイン対象

事物に対する内容に限定し、その状態の特定や選択な

ど絞り込みに働く事柄や性質とする。すなわちデザイ

ン対象事物を考えるデザイナーの意図を含んでい

る。事物を具体化すべく構成要素を選び、その状態を

具体的に検討する過程で現れ、図1に示すように、内

部制約は３種類に大別できる。一つめは外部制約に即

して、秩序立った事物状態を構成する要素とその状態

を定める基準（内部制約α）、二つめはその結果選ば

れた各要素の性質（内部制約β）、三つめは要素間の

相互関係から生じる性質（内部制約Γ）である（前川 

2015）。内部制約の編集過程を図1に示す。 

 

 

図1 内部制約の編集過程(文献に基づき作成) 
 

一方、外部制約は対象事物が社会や狙った市場に合

致するための基準（外部制約）となり、対象事物のデ

ザインをその基準に即した状態に仕向ける働きをす

る。内部制約や外部制約に基づきデザイナーは理想像

やイメージを創造する。これを事物状態と呼び制約の

編集とともに精緻化される。ニーズに基づく外部制約

先行アプローチは外部制約0、シーズに基づく事物状

態先行アプローチは事物状態0としてデザイン創造と

共に制約や事物状態の編集が行われる（前川 

2015）。これら外部制約と内部制約の編集に関する思

考モデルを図2に示す。 
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図2 外部制約と内部制約の編集に関する思考モデル

(文献に基づき作成) 
 

相互制約の編集によって説明できる理由を述べる。

内部制約はデザイナーが抽象的な機能をデザイナー自

身の秩序に基づき具体的な事物状態として描き、その

構造を分析することで構成要素を特定し、要素間の関

係と共に明確化することで３つの内部制約を満たす事

物状態を精緻化（相互制約の編集）する。従って、図

2の外部制約enと事物状態nの関係と内部制約inの関係

に示されるように、内部制約と外部制約の両方を満た

すようになるまで思考プロセスを追えばMVPの創造が

完了するまでを説明可能になると考えた。 

内部制約と外部制約の理論を用いて思考プロセスを

メタ認識できるモデルを提案することでMVPの説明可

能性を高めることが期待できる。 

また、サービスがシステムの特徴である目的達成の

ための相互に作用する要素を組み合わせとして示すこ

とができるため、制約によってサービスのデザイン創

造 過 程 を 説 明 可 能 で あ る と 考 え る                                

（ISO/IEC/IEEE 15288:2015）。 

本研究の提案は、複雑なサービスを説明可能にする

ためにシステム思考の考え方をデザインに適用するシ

ステムズアプローチを用いて、外部制約と内部制約の

観点に基づく階層型サービスデザインモデルである。

階層型によってビジネスやサービスを目的と手段とい

う関係によって1つの構造として見なすことを試みる

（INCOSE 2015）。提案するモデルは制約の相互編集

からMVPを具体化することを説明可能にするもので、

評価方法として、実際に新規に事業化したIoTサービ

スのプロジェクトで提案するモデルを検証し、専門家

インタビューによって提案の妥当性を確認する。 

既往研究では表1に示すデザイナーの創造過程やサ

ービスデザインにおける創造過程に関する研究が存在

する。これらと本研究の違いと優位性を述べる。 

デザイナーの創造過程をモデル化する研究はドロー

イングを対象とした意味生成的探索の思考過程（永井

＆野口 2003）、ピボット概念による心象と客体（安

井 2014）、アブダクションモデルによるコンセプト

の可視化（徳久 2015）、デザイナーの推論過程の可

視化（秋田et al. 2017）が挙げられる。これらの研

究ではデザイナーの思考過程をモデルとして示してい

るが、制約の変化という観点では具体が示されていな

い。また、デザイナー内部の思考に着目したものが多

く、ニーズの変化による外部制約の変化への対応も考

慮している点が本研究の優位性と言える。 

 

 

表1 創造過程における思考のモデル化 

デザイナ

ーの創造

過程 

永井＆野口 

(2003) 

ドローイングを通し

た創造過程 

安井(2014) ピボット概念による

創造プロセス 

徳久(2015) アブダクションモデ

ルによるコンセプト

の記述 

秋田et.al 

(2017) 

デザイナーの推論過

程 

サービス

デザイン

における

創造過程 

Patricio 

et.al 

(2011) 

コンセプト、システ

ム、体験の3階層によ

るサービスデザイン 

Takeyama 

et.al 

(2019) 

文脈操作による意味

の創造 

 

また、サービスデザインにおける創造過程のモデル

化はコンセプト、システム、体験の3階層（Patricio 

et al. 2011 ）や文脈操作による意味の創造

（Takeyama et al. 2019）の手法が提案されている。

これら研究ではサービス創造を目的として提案されて

いるが、MVPに基づく観点では具体が示されていな

い。またピボットによる発想の飛躍をMVPの継承によ

って説明する点が本研究の優位性と言える。 

本研究の新規性をまとめると以下のようになる。ア

イゼンマンは仮説先行型起業家プロセスを提案したが

サービスに着目した研究ではない。なぜならビジネス

の創造過程を対象としており、仮説とMVPの関係、ピ

ボットの前後関係について具体が示されていないから

である。また、前川は外部制約と内部制約によるデザ

イン創造の過程を示しているが、サービスを対象とし

ていない。なぜならデザイン対象領域が比較的明確な

モノに限定していたからである。 

つまりサービスデザインにおいてMVPの構造とMVPの

創造過程の2つをモデル化することがこれまで研究さ

れていなかったと考える。以上のことから本研究の新

規性はサービスのMVP特定における制約の働き、ピボ

ットにおけるMVPの継承である。 

次に、本論文の構成を述べる。2章ではシステムズ

アプローチによる階層構造の考え方を述べる。3章で

は先行研究の特徴と問題点を述べる。4章では階層型

サービスデザインの提案を述べる。5章では提案の評

価計画を述べる。6章、7章では検証と考察を述べる。

8章では結論と今後の課題を述べる。 
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2 システムズアプローチによるサービスの階層構造 
システムズアプローチはシステム思考の考え方を適

用することで部分と全体との関係、原因と結果の関

係、時間的な変化を特徴とする（山岡 2015）。シス

テムとは定義された目的を成し遂げるための、相互に

作⽤する要素を組み合わせたものである。これにはサ

ービスおよび他の支援要素を含む（ ISO/IEC/IEEE 
15288:2015）。システム設計では複数の視点（ビュー

ポイント）からシステムを見て、それぞれの視点から

見えるもの（ビュー） における要素と要素間の関係

を定義し、異なる見えるもの（ビュー）間の関係性を

定義することで、下位への要求を導出する（白坂 
2017）。インダストリアルインターネットアーキテク

チャフレームワークとして同じ考え方が用いられてい

る（industrial internet consortium 2017）。システムはビ

ューによる垂直、水平の関係による階層構造として表

すことができ、複数のビューによるピラミッド型構造

が成立することを指摘している（Shirasaka 2009）。ビ

ジネスとサービスの関係を階層構造で考える、すなわ

ちビジネスとサービスと人間と技術を見るビューポイ

ントで捉えるとビジネスとサービスは垂直の関係に該

当する。同様にサービスは人間と技術の垂直の関係に

よって表すことが可能である。人間、技術は水平方向

に関係し、相互に作用する。その理由を述べる。ビジ

ネスを実現するにはサービスの実現を確認しなければ

ならない。なぜならサービスはビジネスで使われるか

らである。また、サービスの実現には人間と技術の実

現を確認しなければならない。なぜならサービスは人

間と技術の関係で実現されるからである。その結果、

図3に示す各ビューを持つ階層構造として表すことが

可能である。 

 
図3 サービスのピラミッド型階層構造 

 
3 先行研究 

3.1 仮説先行型起業家プロセス 
スタートアップの研究として図4に示す仮説先行型

起業プロセスが示されている。ビジョン、仮説、

MVP、検証、学習、ピボットのウォーターフォール

型の循環モデルとして示されている(Eisenmann et al. 
2011)。ピボットと呼ばれるビジョンの修正を何度も

繰り返すことで顧客と価値の関係をステークホルダー

間で満足する関係にすることを目的としている 。ビ

ジネスのビジョンの修正には 1)顧客価値提案(特徴の

調整)、2)顧客価値提案（顧客の調整）、3)技術やオペ

レーション管理の戦略調整、4)市場投入計画の調整、

5)キャッシュフローの調整、のうち1つ以上の側面に

沿ってビジネスを修正する。 

 
図4 仮説先行型起業家プロセス(文献に基づき作成)  

この研究はビジネスの文脈において論じられてお

り、サービスデザインとの関係に言及されていない。

しかし、サービスを階層構造として考えるとビジネス

はサービスによって支援されることから、本プロセス

とサービスデザインの関係を説明できる。 
表2は各ステップでの作業を示している。仮説に関す

る導出方法については顧客価値提案、市場計画、技術

や運用管理、キャッシュフローについてのビジネスに

対する29個の質問が示されている一方でMVPについて

は抽象的な説明に留まり、具体的にどのように設計す

るかについては言及されていない。同様にMVPと仮説

との関係についても言及されていない。 

表2 仮説検証型起業プロセスのステップ 
(文献に基づき作成) 

 

3.2 提案に関わる外部制約と内部制約の関係 
制約の関係性に着目した研究として、前川は図2に示

す思考モデルによって、デザイン創造を外部制約と内

部制約の交互編集によって説明可能であると論じてい

る (前川 2015)。主に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3種類の内部

ビジネス
（ビュー）
サービス
（ビュー）

⼈間
（ビュー）

技術
（ビュー）

support

support

utilize

utilize

ビジネス
（ビューポイント）

サービス
（ビューポイント）

技術
（ビューポイント）

⼈間
（ビューポイント）

1.ビジョン設定 ビジョンを描く 

2.ビジョンを証明

可能な仮説に変換 

主要なビジネスモデル要素に

ついて仮説が生成される 

3.具体的なMVP検証 実用最小限の製品＝仮説検証

が必要な最小限の特徴や行動 

4.検証の優先度付

け 

低コストかつ価値の検証を実

施。連続的な依存や並行した

機会検証を考慮 

5.検証の実施と学

習 

実際の製品を実際の顧客の手

に渡すと、検証済みの学習が

得られる 

6.継続、修正ある

いは終了 

起業家は認知バイアスに対し

て警戒しなければならない 

7.ビジョン修正 

 

（ 6.で修正を選択した場

合、）検証された学習に対応

するためにビジョンの調整。

１から再度繰り返し 
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制約によってデザイン対象が考案される。また、外部

制約にはコンセプトが含まれる。 

 デザイン対象事物には内部制約が存在し、初期の

内部制約α、構成要素の内部制約β、構成要素間の内

部制約γの3種類の制約が存在し、それぞれが事物の

編集に関与する図1の仕組みを示している。 
 デザイナーはニーズやシーズに基づきデザインイメ

ージを創造する。具体的なイメージが固まると構成す

る要素を分析する。様々な制約を勘案して具体的イメ

ージを放棄して構成要素の一部を図1に示すように

「抽象的な機能」として還元する。再度制約に合わせ

て具体的なイメージを着想する。このような創造過程

はシンセシスとアナリシスとして紹介されている（野

口 1995）。 
前川はこの研究で主にモノのデザインを対象とした

事例に対して適用している。一方で情報、ユーザイン

ターフェース、サービスなどは外部制約と内部制約を

判別しにくいことを問題と指摘している。先行研究で

はプロダクトのようにインターフェースと機能が明確

かつ単一機能であったことで示すことができたと考え

られるが、情報やサービスのように複数機能の集合体

の場合を研究の対象としていなかったと考えられる。

また、判別が難しい場合にブラックボックスとして扱

うことも示唆されていない。 
 

4 階層型サービスデザインモデルの提案 

4.1 制約の編集を考慮したビジネスとサービスの関
係 

サービスドミナントロジックでは製品（グッズ）は

サービス提供のための媒介物としての役目を果たす

（ラッシュet.al 2016）。そこで本研究ではMVPを拡張
してサービスに用いることを試みる。仮説先行型起業

家プロセスではサービスについての言及はないがサー

ビスはビジネスの仮説の一部であり、MVPはサービ

スの一部である。仮説、サービス、MVPの関係は

「MVP⊆サービス⊆仮説」である。そこで制約の相

互編集による思考モデル（前川 2015）を参照し、ビ

ジネスとサービスの関係を図5に示すモデルを作成し

た。また、検証と学習も制約の編集に関わることから

このモデル内の思考活動の一部であると考えた。前川

の思考モデルを用いた理由は制約とデザイン検討の関

係を分析的に考えることができるためである。 

 
図5 外部制約と内部制約の編集を考慮したビジネス

の仮説とサービスの関係 

ビジネスのビジョンから着想されるビジネスの初期

仮説（外部制約0）は外部制約enのインプットとして

として思考活動に関わる。一方、サービスイメージで

ある事物状態0がインプットとなり、内部制約inによ

って具体的な事物状態としてサービスは編集が繰り返

される。サービスは時間軸に沿って複数の事物状態を

包含するため「統合されたサービス」として示した。  
図6に示すシェアリングサイクルを例に挙げてモデ

ルを解説する。シェアサイクルはビジネスのニーズで

ある外部制約enに基づき創造される統合されたサービ

スによって実現される。統合されたサービスは自転

車、スマホアプリ、レンタルスポット、広告など様々

な接点や体験によって実現され、これらを総合して

「統合されたサービス」として捉えている。統合され

たサービスの検討結果で例えば「自動運転による返却

サービス」が創造されたとするとビジネスのニーズも

更新されるため、外部制約enが編集される。 
 

 
図6 シェアサイクルの例 

 

4.2 サービスのMVP特定における制約の働き 
一方、サービスの事物状態の内部制約は外部制約と

の関係から編集を繰り返され、最終的にはサービスの

MVP候補を特定し、具体化されると考える。サービ

スはカテゴリ還元と呼ばれる抽象化の操作によって抽

象的な機能として定義される。外部制約によって定義

される内部制約αによって具体的なサービス案とな

る。サービス案の内部要素の分析を行った結果、人

間、技術の要素内の内部制約β、要素間の制約γの分

析が行われる。外部制約、内部制約α、β、γに不整

合があれば再度カテゴリ還元を行う。これらの繰り返

しによるサービスの事物状態における編集過程を図7
に示すことができる。従ってMVPは外部制約と3つの

内部制約を満たすものが成立要件であると言える。 
 

図7 サービスのMVP特定における内部制約の働き 

シェアサイクル
（統合されたサービス）

⾃転⾞
（事物状態）

レンタルスポット
（事物状態）

スマホアプリ
（事物状態）

広告
（事物状態）

シェアサイクル
（ビジネスのニーズ）
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シェアサイクルの例では自転車、スマホアプリ、レ

ンタルスポット、広告などのインターフェースや体験

の具体化が行われ、統合されたサービスから導かれる

内部制約inを満たすかどうかを評価している。具体化

された事物状態同士の関係に基づき、図7の内部制約

αが編集される。内部制約αによって事物状態も新た

に創造され、内部制約β、γも編集を繰り返して最終

的に精緻化される。ただし、本研究では複数ある事物

状態から取捨選択する方法については言及していな

い。 

ビジネス、サービスのピラミッド型階層構造と外部

制約と内部制約の関係を整理すると図8に示すモデル

として全体構造を示すことができる。ビジネスはサー

ビスのシステムによって支援され、実現される。サー

ビスは人間のシステム、技術のシステムによって支援

され、実現される。またビジネスはサービスを利用す

る。サービスは人間、技術を利用する。前川のモデル

ではサービスの制約の判別が難しい点を指摘している

が階層構造間のシステムの繋がりとして全体像を見る

ことでサービスを対象として思考モデルが適用可能で

あると考える。各制約の定義を表3に示す。 
 
 
 

表3 外部制約と内部制約の定義 
制約の種類 制約 内容 

ニーズに基づく外部

制約先行アプローチ 
外部制約0 ビジネスの

初期仮説 
シーズに基づく事物

状態先行アプローチ 
事物状態0 サービスイ

メージ 
外部制約en 外部制約 ビジネスの

ニーズ 

内部制約in 内部制約α サービスの

コンセプト 
内部制約β 人間、技術

のコンセプ

ト 
内部制約γ 人間と技術

の関係 
 

4.3 システムライフサイクルとピボットの関係 
システムにはライフサイクルがあるため、ビジネス

のピボットが起きる場合には新しいビジネスのシステ

ムに変化したと仮定する。新しいシステムでは外部制

約0と事物状態0がビジョンとなって仮説先行型プロセ

スによって新たに制約の編集が繰り返される。これに

より、ライフサイクルごとのコンテクストやステーク

ホルダーを明確化し、外部制約と内部制約の判別を容

易にすることが可能になると考える。 

 

図9 ライフサイクルとピボットの関係 
 

4.4 ピボットにおけるMVPの継承 
検証と学習が繰り返された結果、ビジネスのピボッ

トが起きる場合にMVPの全部、または一部が事物状

態0として継承されると考えられる。想定パターンは

表4に示す3通りが考えられるが流用しない場合はピボ

ットではないため、本研究の対象外とする。 
 

図8 外部制約と内部制約の観点に基づく階層型サービスデザインモデル 
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表4 ピボットによるMVPの継承 
MVP ピボット後の事物状態0 

全部流用 事物状態(MVP)→事物状態0 
一部流用 事物状態(F1)→事物状態0 
流用しない ピボットではない(本研究の対象外) 

 
図10に示す2つのケースが想定される。全部流用の

場合はMVP=F0として事物状態0となる。また、一部

流用の場合はMVPの構成要素のうち一部が事物状態0
として新しいライフサイクルに継承される。このピボ

ットによるライフサイクル間の関係性によって仮説先

行型プロセスを継続的に行うことが可能になる。 
これらの外部制約と内部制約の観点に基づく階層型

サービスデザインモデルによって新規事業を対象とし

たサービスデザインが可能になると考える。 

 
図10 ピボットによるMVPの継承 

 

5 評価計画 
提案するモデルの評価を以下のように実施した。 
評価1：制約とMVPの関係 
実際のプロジェクトのインタビュー結果から外部制

約と内部制約の観点に基づく相互制約の編集結果と

MVPの関係を示し、考察を行う。 
評価2：専門家による評価1の検証結果の第三者評価 
専門家による評価1の検証結果の客観的評価を行い、

提案の第三者評価を実施した。理解しているのか、使

いやすいのか、そして有用であるのかを評価するため

に、理解性、利用性、有用性を評価した。これら3つ
の観点で評価しなかった場合に、意図していない状態

で評価する下記の2つの可能性が考えられる。１）理

解しないまま使いやすさを確認しているかもしれない

ので、理解しているかどうか（理解性）を確認する。

さらに、２）使っていない状態で有用と考えているか

もしれないので、使いやすいのかどうか（利用性）を

確認する。その結果、この評価を行うことで、理解し

て使いやすくてさらに有用であるのか（有用性）を確

認しようとしている。 
評価1の検証対象とするプロジェクトは新規事業プロ

ジェクトとして富士通デザインで考案された「IoTメ
ジャー hakaruno」を取り上げる。2018年2月にスター

トしたクラウドファンディングによる資金調達を経

て、2019年9月にソリューションサービスとして発売

された。メジャーで採寸した情報をBluetooth経由でイ

ンターネット接続可能なIoTサービスである。アパレ

ル業界の採寸業務での使用を想定している。本プロジ

ェクトを対象とした理由はMVPのデザインを通して

サービスやビジネスの創出を行い、クラウドファンデ

ィング、事業化を実現したためである。 
考案者であるサービスデザイナーがテイラーなどの

採寸に使用するアパレルメジャーをデジタル化するこ

とで、新しいサービスの可能性があることに着想した

ことに起因する。ステークホルダーやコンテクストの

変化からライフサイクルは1)自主研究初期、2)自主研

究後期、3)クラウドファンディング、4)個者対応、5)
製品化の5つに分けている。 
考案者に対する半構造化インタビューを表5に示す概

要で実施した。 
表5 半構造化インタビューの概要 

日時：9月19日（木）11:00〜12:30 
場所：富士通デザイン小杉オフィス 
対象者：考案者）サービスデザイナー 
インタビュー内容： 
Q1.その時にご自身が描いていた想いを教えて下さ

い 
Q2.想いを実現するために何が必要と思いました

か？  
Q3.その結果、何が生まれましたか？ 
Q4.どのような方法でつくったものを評価しました

か？  
Q5.その結果、どのようなデータを得ることができ

ましたか？  
Q6.この期間の活動を通して分かったことを教えて

下さい 
Q7.その結果、想いはどのように変化しましたか？ 
※以降はQ1の代わりにQ7を使用 
半構造化インタビューの実施結果は表6となった。

第三者による文字起こしをした後、テキスト分析用の

データとした。インタビュー結果には時間に沿って番

号を記載した。 
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表6 インタビュー結果 
ライフサイクル名 インタビュー時間 発言数 
自主研究初期 8分59秒 14 

自主研究後期 
（技術仕様検討） 

8分46秒 12 

クラウドファンデ

ィング 
11分30秒 16 

某店舗オーダーメ

ード構築 
7分55秒 11 

製品化 9分11秒 11 
 

6 評価1：制約とMVPの関係 

6.1 制約とMVP関係の検証 
 5つのライフサイクルごとにインタビュー結果から4
つの制約とMVPの対応関係を確認し、サービスの全

体像を示す図11〜15を作成した。インタビュー結果か

ら思考過程に沿って番号を採番し、図11-15の制約編

集の図にまとめた。また、図11→12、図12→13、13→
14、14→15は制約が一部、あるいは全部流用されてい

ることを確認する。 
 

6.2 制約とMVPの関係の考察 
各ライフサイクルの制約とMVPの関係を考察する。 
 
研究初期 
 当初、事物状態0ははっきりとした形でサービスイ

メージはなく、外部制約の編集を繰り返すことでビジ

ネスの仮説を精緻化していったと考えられる。3Dス

キャニングを想定していたが、9のコメントにあるよ

うにニーズを満たすものではないことが分かり、代わ

りに10に記述されている「採寸」の外部制約を得てい

る。11に出現する「普段使い慣れているメジャーを使

う」という内部制約によりMVPとしてテープメジャ

ーの形状が創造されたと考えられる。これらの制約の

編集結果によって、最終的に14に出現する「メジャー

を実現して」という制約の編集により、図4に示した

「技術やオペレーション管理の戦略調整」のピボット

を行い、事物状態「メジャー」を一部流用することで

次サイクルに移行した。各制約とMVPの関係を図11
に示す。 
 
研究後期 
 事物状態0として「S/M/Lの3段階が分かるメジャ

ー」が入力となり、内部制約αの「アルディーノと光

学センサを使ったもの」につながっている。5に出現
する「3進数のグレーコードというバーコード」が内

部制約γの「正しく計測できるためのプロスタイ

ル」、「メジャーに対する大きさや重さ」に対する編

集に影響を与えていると考えられる。これら精緻化さ

れたサービスが外部制約に対して入力となっている。 

外部制約0として「電子化されたメジャーとその情報

を送り出す機能と仕組み」が入力となって外部制約の

編集が繰り返されている。9に出現する「検品・商品

開発のプロセスの中に使われると省力化することが出

来る」という制約はビジネスのピボットに大きく影響

し、最終的に図4に示した「顧客価値提案（顧客の調

整）」によって、事物状態「電子化されたメジャー」

を全部流用することで次サイクルにピボットした。各

制約とMVPの関係を図12に示す。 
 
クラウドファンディング 
 研究後期からのピボットにより、外部制約0は「メ

ジャーを使いやすく小さくする必要性」、事物状態0
は具体的な制約として「ハードメーカが既に持ってい

たIoT機器用の汎用ICチップ」が入力となる。これに

より4に出現する「ニーズに求められていたサイズ」

を満たすサービスが創造される。ここでクラウドファ

ンディングを活用することから6に出現する「コンシ

ューマーユースを意識」という制約が生まれ、内部制

約γの「フリマアプリに画像を送信するソリューショ

ン」のMVPが生まれる。このサービスによって外部

制約は編集を繰り返し、12に出現する「フリマアプリ

で使いたい人のニーズと数、業務用で使うための実験

として使いたい人のニーズと数」という制約を得てい

る。これらの定性的、定量的なニーズの把握により、

最終的に図4に示した「顧客価値提案（顧客の調

整）」によって、事物状態「小型化された電子メジャ

ー」を全部流用することで次サイクルにピボットし

た。各制約とMVPの関係を図13に示す。 
 
某店舗オーダーメード構築 
 事物状態0は「受発注管理台帳システムとのつなぎ

方」の制約が入力となり、3に出現する「メジャーと

お客様のシステムをつなぐための中間プログラム」が

創造されている。また、外部制約0 「受け取る側の仕

組み、入ってきた情報をどう処理するか」と中間プロ

グラムの創造によって、外部制約の編集は繰り返さ

れ、7に出現する「オーダーから伝票が出来るまでの

時間の変化」という制約が生まれる。最終的に4に出
現する「過酷な電波状況で使用できるか」、9に出現
する「顧客が望む仕様レベル」を満たす形のメジャー

と中間プログラムの組み合わせがMVPとなったと考

えられる。また8に出現する「意識の変化」はサービ

スを使った業務に対する制約に編集されていることを

示唆している。このメジャーと中間プログラムのサー

ビスにより、図4に示した「市場投入計画の調整」に

よって、事物状態「既存システムとつながる小型化さ

れたメジャー」を全部流用することで最後のサイクル

にピボットした。各制約とMVPの関係を図14に示

す。 
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製品化 
 前のライフサイクルでサービスはある程度精緻化さ

れていたので、外部制約0は「どんな顧客に対しても

直ぐに繋がる」、事物状態0は「汎用度の高いソフト

ウェアなりAPIなど接続するための仕組みづくり」と

して製品化に向けた制約が入力となっている。5に出
現する「より安定した状態で使える」が内部制約とな

り製品としてのMVPに帰結している。一方で外部制

約として8に出現する「事業担当部門を探す」がサー

ビスの外部制約として出現しており、サービスからビ

ジネスの階層につながっていることが分かる。各制約

とMVPの関係を図15に示す。 
 5つのライフサイクル共に、制約の相互編集を通し

てMVPが創造される過程を説明することができるた

め、外部制約と内部制約の観点に基づくサービスデザ

イン創造過程に適用可能であると考える。 
 
7 評価2：専門家による考察結果の第三者評価 

7.1 専門家インタビューの実施 
妥当性確認は以下の方法で実施した。 
① 提案内容と評価1の検証結果の専門家への説明 
② インタビューによる提案の妥当性確認 
 

表7 専門家インタビューの概要 
専門家インタビュー1 
日時：12月22日（日）18:00〜19:00 
場所：慶應義塾大学大学院日吉キャンパス 
対象者：システムエンジニアリング学の専門家；

博士（システムエンジニアリング学） 
専門家インタビュー2 
日時：12月23日（月）15:00〜16:00 
場所：富士通株式会社川崎工場 
対象者：サービスデザイナー（チーフクラス） 
インタビュー内容： 
Q1.本提案に対する理解性に関するご意見をお聞か

せ下さい 
Q2.本提案に対する利用性に関するご意見をお聞か

せ下さい 
Q3.本提案に対する新規事業を対象としたサービス

デザインに対する有用性に関するご意見をお聞か

せ下さい 
 
インタビューの実施結果として、以下のインタビュ

ーデータを得ることができた。 
専門家インタビュー1：25分6秒 
専門家インタビュー2： 27分30秒 
 
これらを第三者による文字起こしをした後、オープン

コーディング（Kobayashi et al. 2018）によるテキスト

分析用のデータとした。総発言数は48となった。 

オープンコーディングの手順は以下のように実施し

た。 
手順1．インタビューの逐語記録データからサービ

スデザインに関係することを拾い上げ、次手順で用い

る親和図法のカテゴリ化に使用する視点を決める。 
ここでは、新規事業のサービスデザインを対象とし

て、外部制約と内部制約の観点に基づく階層型サービ

スデザインモデルの理解性・利用性・有用性を評価す

るために、「本提案で読み手が得られること」を視点

に定めた。 
手順2．自由記述欄のコメントを親和図法によっ

て、上記の視点を軸に，同じような意味の内容ごとに

カテゴリ化する。 
手順3．カテゴリに名前を付ける。（総称を「オー

プンコーディング結果」と呼ぶ） 
くわえて質的調査法を経験している研究者1名に確認

したことで、分析結果の信頼性を確認した。（Nahid 
2003） 
インタビューの発言として出現した内容をオープン

コーディングによってカテゴリ化し、有用として評価

している。限られた時間の中で、専門家が有用である

ことを具体的に思いつかなければ発言しないことか

ら、肯定的なコメントが出現した時点で有用であると

把握できると考えた。今回は、二人とも同じ発言をす

るかどうかは別の問題であるので、二人とも発言して

いることのみを有用であると判断していない。 
 

7.2 インタビュー結果の考察 
 提案の理解性に対しては表8に示す評価結果を得

た。両被験者ともに「考え方を理解できる」との回答

を得た。その理由として、「ピボットすることもつな

がりで見える」「内部でイタレーションが行われてい

る結果も過去のライフサイクルを見ることで確認が取

れる」といった相互作用の可視化が指摘された一方で

「α、β、γが結構細かく分かれている印象」のコメ

ントにあるように制約が細分化されている点について

の指摘もあるが「見慣れると理解しやすくなる」とい

った評価を得た。また、「どんな抽象化や要素分析が

行われていたか確認が可能」は主に内部制約における

制約と事物状態の編集が確認できることを示してお

り、サービスデザインの過程を示している。「統合さ

れたサービスとサービスの違いが理解した上で使わな

いと運用上で勘違いが起こりそう」はサービスが時間

軸に沿って複数の事物状態を包含する、という統合さ

れたサービスの考え方をあらかじめ認識を合わせてお

く必要があることを示唆している。 
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表8「理解性」のオープンコーディング結果 
 専門家

1 
専門家

2 
考え方は理解できる ○ ○ 
ピボットすることもつながりで

見えて分かりやすい 
○ ○ 

内部でイタレーションが行われ

ている結果も過去のライフサイ

クルを見ることで確認が取れる 

○  

α、β、γが結構細かく分かれ

ている印象 
 ○ 

見慣れると理解しやすくなる ○  

どんな抽象化や要素分析が行わ

れていたか確認が可能 
○  

統合されたサービスとサービス

の違いが理解した上で使わない

と運用上で勘違いが起こりそう 

○  

 
 提案の利用性については表9に示す評価結果を得

た。「ピボットによって引き継いだものがつながりと

して見えるのでロジックの納得度が高められる」はラ

イフサイクル間でシステム要素の継承を具体として説

明できることがニーズに沿ったものであると考察す

る。また、「同じようにピボットする製品があればそ

の未来を見据える時にこのルートを辿るのではないか

と使い方が考えられる」経験則に基づく暗黙知が制約

を通して説明可能になることを示唆している。「調査

に時間をかけずにピボットするか事業進めるかのタイ

ミングのジャッジできる」は学習結果を基づく判断を

過去の制約の履歴が支援できることを示している。

「派生したライフサイクルも追えるので、流用する設

計者にとっては設計する時の助けになる」は制約を遡

って再設計することを可能にすることで、リスク回避

につながることを示唆している。「チェックリストと

して曖昧になっているところを埋めていき、定期報告

のチェック項目として使える」は現場でのデザイン創

造時を想定したチェック機能や報告時を想定したデザ

イン活動履歴としての効果と顧客との合意形成の手段

として提案の利用性を示しているものと考察する。

「UXと技術が１つのフェーズで重なることがあって

記述が複雑になりそう」は事物状態の構成要素を分析

する際に発生する問題点を示したものである。しかし

同時に検討するのではなく、順番に制約編集を行うこ

とで解決できると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表9「利用性」のオープンコーディング結果 
 専門家

1 
専門家

2 
ピボットによって引き継いだも

のがつながりとして見えるので

ロジックの納得度を高められる 

○ ○ 

同じようにピボットする製品が

あればその未来を見据える時に

このルートを辿るのではないか

と使い方が考えられる 

○ ○ 

調査に時間をかけずにピボット

するか事業進めるかのタイミン

グのジャッジできる 

○ ○ 

派生したライフサイクルも追え

るので、流用する設計者にとっ

ては設計する時の助けになる 

○ ○ 

チェックリストとして曖昧にな

っているところを埋めていき、

定期報告のチェック項目として

使える 

 ○ 

UXと技術が１つのフェーズで重

なることがあって記述が複雑に

なりそう 

 ○ 

 
 新規事業を対象としたサービスデザインに対する

「有用性」については表10に示す評価結果を得た。

「新規事業で過去のライフサイクルの履歴を見ること

で今の検討がどうしてこうなってきているか、具体的

な作業ってどうすればいいかを説明できる」は過去の

制約によって現在の目的と作業の具体を示すことがで

きることを示している。「サービスをデザインするに

当たって制約を確認することが有用である」は外部制

約と内部制約に観点に基づく階層型サービスデザイン

がサービスの対象に適用可能であることを示してい

る。「エビデンスとして残すもの自体に作業が見える

形になっているのでどこまで具体的にやらないといけ

ないのかの履歴が追える」は過去の作業が制約として

可視化されることで要求がより具体的に示されること

を示唆している。「MVPの創造過程に関してもどん

な風に作ったっていうことが履歴として見ることがで

きる」はMVPの創造過程が可視化されることによ

り、様々な効果が期待できることを示している。「人

間中心設計に関してもユーザや文脈がどのように特定

したのかライフサイクル中にエビデンスが残っている

場合は有用になる」は先行イメージ内にある言語化さ

れていない潜在情報の可視化につながることを示唆し

ている。「それぞれの制約関係を全部可視化する、か

つ変化をここで追える」は制約関係を全体で俯瞰する

ことで暗黙的なデザイン創造過程を制約によって説明

可能にするものであると考える。「サービスをデザイ

ンするに当たって制約を確認することが有用であ

る」、「エビデンスとして残すもの自体に作業が見え

る形になっているのでどこまで具体的にやらないとい

けないのかの履歴が追える」、「MVPの創造過程に
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関してもどんな風に作ったっていうことが履歴として

見ることができる」に関しては、現場のデザイナーに

とっては有用と感じられないかもしれない。そのた

め、実際の現場にフィットするかどうかを今後の研究

にて確認する必要がある。 
 
表10「有用性」のオープンコーディング結果 

 専門家
1 

専門家
2 

新規事業で過去のライフサイク

ルの履歴を見ることで今の検討

がどうしてこうなってきている

か、具体的な作業ってどうすれ

ばいいかを説明できる 

○ ○ 

サービスをデザインするに当た

って制約を確認することが有用

である 

○  

エビデンスとして残すもの自体

に作業が見える形になっている

のでどこまで具体的にやらない

といけないのかの履歴が追える 

○  

MVPの創造過程に関してもどん

な風に作ったっていうことが履

歴として見ることができる 

○  

人間中心設計に関してもユーザ

や文脈がどのように特定したの

かライフサイクル中にエビデン

スが残っている場合は有用にな

る 

○ ○ 

それぞれの制約関係を全部可視

化する、かつ変化をここで追え

る 

○ ○ 

 
第三者評価の結果、モデル化の考え方については理

解を得られ、また相互作用や繋がりといった関係性が

モデルによって可視化できているとの評価を得た。イ

タレーションやピボットといった確認が難しかった創

造過程をつながりとして説明できる点に理解を得られ

たと考察する。一方で制約が複数存在することが判別

の難易度に関わることも示唆されており、様々な

MVPのモデル化を通して制約のパターンを考察する

必要があることを今後の課題と考える。同様につなが

りの可視化によって説明可能性を高めるといった利用

性がサービスデザイナーのコメントから多く出現し、

暗黙的なデザイン創造過程の可視化が他者への説明や

共有に使えることやデザイン過程での振り返りや確認

に期待できることを示唆している。また有用性では

「具体的な作業を説明できる」「エビデンスが」「全

部可視化する」の観点で可視化やトレーサビリティに

ついて受容性は確認できたが、このモデルによってデ

ザイン創造できるという評価には至らなかった。 

以上の考察から、MVPの創造過程を内部制約と外部制

約の関係で思考プロセスのモデル化できていると考え

られる。 

 

8 結論 
本研究は新規事業のサービスデザインを対象とし

て、外部制約と内部制約の観点に基づく階層型サービ

スデザインモデルの提案を行い、評価1および評価2に

よって考察を行った。その結果、MVPの創造過程にお

ける内部制約と外部制約の関係性に着目して思考プロ

セスのモデル化することで本研究の目的である新規事

業のサービスデザインの創造過程を説明できることを

確認できた。本研究の結論は以下の3点である。 

1点目は新規事業を目的としたサービスデザインを

仮説先行型起業家プロセスによって示すことができた

点である。仮説先行型の場合、ビジョンと呼ばれる言

語されていない先行イメージが全てに先立つため、仮

説の因果関係が初めは曖昧な場合が多いが、制約の編

集によって潜在情報の言語化に寄与すると考える。そ

の結果、検証と学習によって制約は相互に編集し、事

物状態0は制約によって抽象化と具体化を繰り返すこ

とで最終的に外部制約と内部制約を満たすサービスが

MVPとして具体化されることが分かった。また、制約

の編集履歴が閲覧できることから関係者間の合意形成

やトレーサビリティの効果も期待できる。その結果、

事業継続やピボットの判断が可能になると考える。一

方、MVPを拡張することで実用最小限サービス

（MVS）の存在も示唆できるが、この定義について

は研究の限界として今後の研究としたい。 

2点目はサービスをシステムとして階層構造とした

点である。ビジネス、サービス、人間と技術の階層構

造として考えることで制約による相互編集を階層間の

関係にも適用できた。その結果、システムデザインの

特徴である「全体と部分」、「原因と結果」、「時間

的な変化」としてサービス創造の過程を説明できるこ

とを確認できた。サービスは時間軸に沿って複数の事

物状態を包含するため「統合されたサービス」として

示すことで複数の顧客接点にまたがるサービスデザイ

ンもこのモデルによって説明可能できると考える。 

3点目はピボットによってMVPの継承が行われる点で

ある。全部または一部の要素が事物状態0に継承する

ことでピボットによってサービスイメージの具体化に

つながっていることを説明した。検証と学習の結果、

ビジネスの目的に変化が起きることがあり、この場合

は別の新しいライフサイクルとしてサービスデザイン

を行っていると考えるべきである。継承によって関係

性はライフサイクル間でも維持され、複雑なサービス

をデザイン可能にできると考える。 

考察結果は専門家インタビューへの妥当性確認にお

いても理解性、利用性、有用性において効果が認めら

れるため、提案するモデルが新規事業を対象としたサ

ービスデザインとして妥当であることを示唆したと結

論づける。一方、本研究の限界として、類似分野と他

分野は確認する必要がある。 
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今後の課題は5点ある。1点目は今回の研究はサービ

スに主眼を置いていたため、ピボットの結果、ビジネ

スとしてどのような効果につながったという観点は対

象範囲外としている。経済学、マーケティング学の視

点から別の考察が議論できると考える。2点目は事物

状態の「イメージ」と制約がどのように影響し合うか

の解明である。今回の対象範囲外であるが事物状態を

アイデアスケッチに残し、イメージ変化がどのように

起きるかを分析することができると考える。3点目は

ピボットと制約の関係である。ピボットの際に外部制

約0と事物状態0が前のライフサイクルの4つの制約の

うちどの制約と因果関係があるのかを知ることで制約

によるデザイン創造の効率化とトレーサビリティによ

る創造過程の分析が可能になると考える。4点目はMVP

の良い悪いについては評価の対象としていないため、

今後良いMVPと悪いMVPの思考プロセスを両方可視化

し、その上で思考プロセスの比較評価を将来の研究課

題である。5点目は統合されたサービスを実現する接

点別に複数ある事物状態を先行イメージ（目的やゴー

ル）に基づき複数の事物状態から取捨選択して複数の

サービスを統合する必要がある。前川は先行イメージ

として外部制約や内部制約を考慮されず事物状態0が

発想され、これらは素朴な理想像や抽象的な状態であ

ると論じており、目的やゴールを指していると考えら

れる。さらにサービス・ドミナント・ロジックによる

とサービスの統合はサービシィーズとグッズで構成さ

れると示されている（ラッシュ et.al 2016）。この

課題はそのサービスの統合をどのように取捨選択すれ

ば良いかの必要性を述べている。以上が今後の研究の

課題である。 
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図11 各制約とMVPの関係（研究初期） 

 
図12 各制約とMVPの関係（研究後期） 

 
図13 各制約とMVPの関係（クラウドファンディング） 
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図14 各制約とMVPの関係（某店舗オーダーメード構築） 

 
図15 各制約とMVPの関係（製品化） 


