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概要：本研究では，サービスコンセプトの具体化を支援するツール：Concept Tailor を提案する．ユーザ
のニーズを満たす魅力的なサービスを実現するには，サービスデザインの初期段階から，サービスコンセ
プトをプロトタイプとして外在化することで，客観的に自分の考えを内省するとともに，プロトタイプを
とおして多様なユーザ評価を得ながらデザインを洗練することが重要である．しかし，検証すべき仮説を
考え，プロトタイプを作成し，ユーザヒアリングを実施して評価を得るという一連の工程を円滑に行うに
は技能が必要であり，特に非習熟者には難しいという課題がある．そこで，本研究では，仮説を 4 段階に
分けて立てるという規則を新たに導入することで，各工程の作業支援と円滑な工程の連携を可能とする 3
種のテンプレートを実現する．具体的には，4 段階の仮説を立てるためのテンプレート，および 4 段階の
仮説と連携するサービスストーリーとヒアリング項目を作成するためのテンプレートを提供する．以上の
特徴により，ユーザ評価を得ながらデザインすることに習熟していない人であっても，サービスコンセプ
トのデザインを短時間で効果的に洗練できるように支援する．加えて，本ツールが適切に作業を支援する
ことを，2 つの実験をとおして考察する．
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Abstract: We propose a novel storyboard-based tool that allows designers to clarify hypotheses of a service
concept and evaluate them with user-feedback. Clarifying hypotheses of a service concept requires iterative
evaluation with user-feedback and re-design them to better satisfy user-needs. However, it is a huge challenge for service designers to combine and utilize methods for clarifying hypotheses, creating storyboards
and getting user feedbacks, which discourage them from applying the iterative approach for service design.
This paper introduces “Concept Tailor”; based on a storyboard, it enables a designer to design a service
concept easily and quickly. Our tool adopt four-layered hypothesis and our tool oﬀers three templates to the
designer; 1. Clarifying hypotheses by the provision of four hypothesis-categories, 2. Creating a storyboard
from storyboard templates for evaluating clariﬁed hypotheses, and 3. Interviewing users and evaluating the
hypotheses with the storyboard by using interview templates based on four-layered hypothesis. In addition,
our tool was evaluated by two experiments, and the results showed the eﬀectiveness of three key features.
Keywords: service design, prototyping, storyboard, design tool
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1. はじめに
ICT（Information Communication Technology）の発展
にともない，多種多様な ICT サービス，たとえばウェブ
サービスやスマートフォンアプリなどが創出されるように
なったことで，ユーザは自分の好みのサービスを選んで利
用できるようになった．それにともない，サービスには機
能や性能だけではなく，ユーザに選ばれるためのデザイン
が必要となった [1]．これは意匠だけではなく，ユーザが目
的を達成するまでの過程の設計を含む広義のデザインを指
している．つまり，サービスのデザイナには，ユーザニー

図 1 テンプレートを用いたサービスコンセプト具体化プロセス

Fig. 1 Service concept clarification process using templates.

ズを適切に満たす魅力的なサービスを実現するために，広
義のデザインを行えることが求められている．
そのためには，デザインの初期段階から開発にいたるま
で，対象ユーザの評価を受けながらデザインを改善すること

スコンセプトをデザインする一連の工程を，限られた時間
でも効果的に進められるようにする．
以降，2 章で関連研究について述べる．3 章で提案する

を繰り返す，反復型のプロセスが重要となる [2], [3], [4], [5]．

ツールの特徴について述べ，4 章で実装に触れる．5 章から 7

サービスデザインの初期段階においては，思いついたサー

章で本ツールを用いた実験について述べ，提案の支援効果を

ビスコンセプトに対してプロトタイプを作成することで，

考察する．最後に 8 章で提案についてまとめ，本論を結ぶ．

客観的に自分の考えを内省するとともに，対象ユーザにプ
ロトタイプを見せることで，サービスが満たそうとしてい
るニーズは存在するのか，ストーリーは共感してもらえる
かなどを検証することが効果的である．

2. 関連研究
デザイン分野において，人間中心に考えてサービスや製
品のデザインを進めるプロセスが提案されてきた [8], [9]．

そのため，検証したい仮説の明確化，プロトタイプの作

また，そのなかで活用できる手法群も数多く提案されてい

成，ユーザ評価などの各工程を支援する手法が提案されて

る [10]．また，教育分野において，たとえばスタンフォード

いる [6]．しかし，仮説を立ててプロトタイプを作成し，ヒ

大学の d.school [2] や，東京大学の i.school [11]，慶應義塾

アリング項目を用意してユーザヒアリングを実施するとい

大学大学院のシステムデザイン・マネジメント研究科 [6] で

う一連の工程を円滑に行うには技能が必要であり，特に非

は，デザイン手法を活用できる人材を数年かけて教育する

習熟者には難しいという課題がある．たとえば，各工程で

仕組みを整備している．さらに，方法論や手法を活用して

手法の使い方を思い出すことに手間がかかったり，各工程

成功した事例も報告されており，効果が示されてきた [12]．

での作業結果をうまく連携させられずに時間を要したりす
る．さらに，実プロジェクトでは時間や予算が限られてお
り，サービスのプロトタイピングに十分な時間を割けない

2.1 サービスプロトタイピング
サービスデザインにおいては，プロトタイピングという，

ことがあるという課題もあることから [7]，効率良くデザイ

サービスの一部のストーリーや機能を試作する手法が用い

ンを行える環境が必要といえる．

られる．デザインにおいて，自分の考えをスケッチなどを

そこで本研究では，サービスデザインの初期段階にお

用いて外在化することで客観的な内省がしやすくなるこ

いて，サービスコンセプトの具体化を支援するツール：

とが知られており [13]，プロトタイピングはその手段の 1

Concept Tailor を提案する．本ツールは，図 1 に示すとお

つといえる．外在化することでサービスにおいて何が重要

り，サービスコンセプトの仮説の明確化，ストーリー（プ

で，何が検証すべき仮説なのかを明確にしやすくなる．さ

ロトタイプ）の作成，ユーザ評価，という一連の工程を支

らに，プロトタイプを対象ユーザに見せて評価をもらうこ

援する．本ツールは，仮説を 4 段階に分けて立てるという

とで，サービスの仮説を検証するとともに，コンセプトの

規則を新たに導入することで，各工程の作業の支援と各工

洗練に活かせる情報を対象ユーザから得られる [7], [14]．

程の円滑な連携を実現する．具体的には，背景，キーコン

サービスデザインの初期段階におけるプロトタイピング

セプト，手段，ユーザゴールの 4 段階からなる仮説の立案，

手法として，ストーリーテリングを用いたユーザ評価があ

4 段階の仮説と連携するサービスストーリー作成，および

げられる [15]．ストーリーテリングは，対象ユーザがサー

ヒアリング項目作成のためのテンプレートを提供する．3

ビスを利用する様子をストーリーで表現し，対象ユーザに

種類のテンプレートにより，各工程の作業をガイドすると

提示しながらストーリーについて対話する方法である．こ

ともに，工程の関連をツールが管理する．以上の特徴によ

れにより，実際に動くものを作る前に，対象ユーザがストー

り，デザイン手法に習熟していない人であっても，サービ

リーに共感できるか，サービスを体験してみたいと思うか
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を少ない手間で評価し，サービスコンセプトがユーザニー

ストーリーボードの作成するツールと，仮説の明確化や

ズをとらえられているか，より魅力的にするには，どのよ

ユーザ評価を支援する他ツールを組み合わせる必要がある

うな点に改善を加えるべきか，などを判断しやすくなる．

といえる．さらに，それらのツールの関連を利用者が把握

対象ユーザへのストーリーの提示にはストーリーボードが

し，管理する必要があるといえる．

活用できる．ストーリーボードは，イラストとテキストで
ストーリーを表現する手法である [16]．専門知識がなくて

2.3 既存手法の課題

も視覚的に内容が理解しやすく，専門が異なるメンバ間で

前述した関連研究のとおり，サービスデザインの初期段

の情報共有や，ユーザと対話する際に有用である．ストー

階において，ユーザ評価を得ながらデザインを洗練するこ

リーに加えて具体的な操作感も評価する場合には，ユーザ

とが重要であり，そのために行う，仮説の明確化，プロト

インタフェース（UI）のプロトタイプを提示することもあ

タイプの作成，ユーザ評価，という各工程の作業を支援す

る．UI のプロトタイピングにはペーパープロトタイピン

る手法は提案されてきたことが分かる．しかし，支援手法

グをはじめとして様々な手法やツールが提案されており，

の利用には習熟が必要であり，さらに各工程を連携させる

広く活用されている [17], [18], [19]．

には利用者が各工程の関連を管理する必要があるために作

なお，ストーリーはコンセプトの検証だけではなく，よ

業が難しく，時間がかかるという課題がある．その結果，

り詳細なシナリオの作成にも活用できる．シナリオはユー

仮説，プロトタイプ，ユーザ評価の関連があいまいになり

ザが目的を達成するまでの一連の行為を物語として記述し

やすく，ユーザ評価による仮説検証と評価結果に基づくデ

たものである [20], [21]．サービスの戦略設計，システムの

ザインの洗練が難しくなっているといえる．これらのこと

要求分析，HCI 設計，オブジェクト指向開発，ユーザビリ

から，サービスコンセプトのデザインを効果的に行えるよ

ティ評価などに用いられる [22], [23], [24], [25]．また，シ

うにするには，各工程における手法利用と一連の工程を円

ナリオの活用を支援するために，新規にストーリーを考え

滑に連携させるための支援が必要であるといえる．

るときに過去のストーリーを活用しやすくするツール [26]．
ストーリーボードを用いたシナリオ作成を支援するツー

3. Concept Tailor とは

ル [27]，シナリオを用いた UI 設計を支援するツール [28] な

Concept Tailor は，サービスデザインの初期段階におい

ど，様々なツールも提案されている．このように，ストー

て，ストーリーボードを用いたサービスコンセプトのデザ

リーはユーザニーズを的確にとらえたサービスを実現する

インを支援するツールである．図 2 に，Concept Tailor の

うえで，様々な作業に活用できる．

UI を示す．本ツールの特徴は，サービスコンセプトの仮説
を 4 段階に分けるという規則を設けることで，仮説立案，

2.2 プロトタイピング支援ツール

ストーリーボード作成，ヒアリング項目作成に関するテン

HCI 分野において，ストーリーボードは低忠実度のプロ

プレートと，さらに各テンプレートを円滑に連携させるイ

トタイプとして活用されており，ガイドラインがまとめら

ンタラクションを実現したことにある．本ツールの利用

れている [29]．また，ストーリーを用いたプロトタイピン

シーンとしては，サービスのデザイナが，新たな ICT サー

グを効率化するために，ストーリーボード作成支援ツール

ビスの案を思いついた際に用いることを想定している．特

がある [30], [31]．しかし，これらのガイドラインやツール

に，サービスデザインの手法の習熟過程にある人が，ユー

はストーリーボードの作成は支援するものの，サービスコ

ザ評価を得ながらサービスコンセプトの具体化を効果的に

ンセプトの仮説の明確化やユーザ評価を支援しない．その

行えるようにすることを目指している．なお本研究は，人

ため，仮説の明確化については，たとえば仮説の管理を支

間中心設計に基づいて，サービスデザインの手法の習熟過

援するシート [32] を用いることで，作業やチーム内での合

程にある学生が参加するプロジェクトベースの講義に対し

意形成が容易になる．しかし，このシートは，明確化した

てフィールド調査を行い，得られた知見 [34] をもとに研究

仮説をもとにした具体的なプロトタイプの作成や，ユーザ

開発を進めてきた．

から評価を得るための支援は対象としていない．

本ツールは，A. 仮説エリア，B. ストーリーボードエリ

また，サービス設計の一連の手順と，その中で活用でき

ア，C. ヒアリングエリア，D. リビジョンエリア，の 4 エリ

るテンプレートを定めたビジョン提案型デザイン手法が提

アで構成される．各エリアどうしは連携しており，相互の

案されており [33]，そのなかで，ストーリーボードを用い

情報参照や引用をツールが管理できるようになっている．

たプロトタイピングについても述べられている．しかし，

以降，各エリアでどのような支援をするのか詳しく述べる．

仮説の立案，ストーリーボード作成，ユーザ評価の一連の
工程を具体的にどのように組み合わせて反復すればよいか
について詳細は述べられていない．
以上のことから，デザインの洗練を効果的に行うには，
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図 2 Concept Tailor の Graphical User Interface

Fig. 2 Graphical User Interface of Concept Tailor.

かを判断することは難しい．たとえば，想定している課題

利用デバイスや技術などを明記する．最後に，ユーザゴー

やニーズがユーザに存在するのか，その課題の解決やニー

ル仮説では，サービスによってユーザニーズが満たされた

ズを満たす方法としてコンセプトは妥当なのか，などの複

ことで，理想的にユーザがどのような状態になるかを記述

数の視点から仮説を立てて評価を得ることが重要となる．

する．たとえば，
「〜〜は，〜〜できるようになって，とて

しかし，限られた時間でデザインをする際に，これらを意

も豊かな生活を送れる」などと記述する．

識し続けることは容易ではない．
そこで本ツールでは，仮説を，背景，キーコンセプト，

B. ストーリーボードエリア

手段，ユーザゴールの 4 段階に分けて明確化するテンプ

ストーリーボードを見ることで，人は具体的な状況を

レートを提供するとともに，記述例を提示することで作業

視覚的に思い浮かべやすくなる [16]．よって，ストーリー

を支援する．仮説を段階に分けることで，各段階の仮説ご

ボードを用いてサービスコンセプトを共有することで，ヒ

とのヒアリング項目と評価結果の整理がしやすくなる．ま

アリングを受ける人が，自分でサービスを利用する様子を

た，大切にすべき仮説と考え直すべき仮説の判定が容易に

具体的に思い浮かべて質問に答えられるようになる．

なり，デザインの方針を決めやすくなる．なお，4 段階の

そこで本ツールでは，ストーリーボード作成を支援する

区分は規範的構造 [15] でサービスのストーリーを構築しや

テンプレートを提供する．図 3 に示すとおり，4 段階の

すくなるように段階を設定した．以降，各段階の仮説につ

仮説をもとにストーリーを作成できるストーリーボードの

いて記述例を交えて詳しく述べる．

テンプレートとなっている．テンプレートの作成は，ふだ

第 1 に，背景仮説は，サービスの対象ユーザがどのよう

んからストーリーボードの作成を依頼しているグラフィッ

な課題をかかえているか，どのようなニーズをかかえてい

クデザイナと進めた．グラフィックデザイナは，ヒアリン

るのかを記述する．たとえば，「〜〜さんは，XX という

グの専門家から依頼を受けて多くのヒアリング用のストー

ことができなくて困っている」などと記述する．第 2 に，

リーボードを作成しており，ヒアリングのためのストー

キーコンセプト仮説は背景仮説に対して，
「〜〜すること

リーボード作成について十分な経験を積んでいた．本研究

で，YY できるようにしたい」などと，提供しようとして

では，テンプレート作成において，テンプレートのビジュ

いるサービスがどのようなコンセプトで背景仮説に取り組

アルデザインをグラフィックデザイナに依頼することで視

むのかを記述する．第 3 に，手段仮説では，キーコンセプ

覚的に分かりやすいテンプレートの実現を目指した．まず

トを具体的にどのような手段で実現するのかを記述する．

はじめに，グラフィックデザイナに，サービスコンセプト

この段階では，
「具体的に，〜〜というデバイスで〜〜を提

の 4 段階仮説とストーリーをいくつか提示して，専門家か

供することでキーコンセプトを実現する」など，具体的な

ら依頼を受けて作るのと同様に各コマ数でストーリーボー
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図 4 フィールド調査のデータ検索と活用

Fig. 4 Searching and utilizing field work results.

して，仮説と対応付けながらストーリーボードを作成する
ことを支援する機能は，コマの作画自体を支援するストー
リーボード作成ツール [30], [31] とは異なるものである．
コマの作成において，本ツールはフィールド調査などで
取得した画像情報を取り込める．具体的には，スマート
フォンなどで撮影した写真とメモをサーバー上にある本
ツールにアップロードできる．アップロードされた情報
は，図 4 に示すようにツール内で閲覧でき，ストーリー
ボードの作成に利用できる．

図 3 7 種のストーリーボードテンプレート

Fig. 3 Seven types of storyboard templates.

C. ヒアリングエリア
ヒアリングでは，立案した仮説を検証するとともに，デ
ザインの洗練に活かせる情報を得ることが重要である．そ
のために，サービスコンセプトの良し悪しの評価だけでな

ドを作成してもらった．次に，作成されたストーリーボー

く，評価の根拠となる過去の経験などの具体的な情報を得

ドと仮説とを見比べながら，4 段階の仮説がどのようにス

ることが必要である．しかし，ユーザに対するヒアリング

トーリーボードに紐付けられるのかをヒアリングすること

は，聞き方で得られる情報が大きく変化するため，各仮説

で，テンプレートを整理した．

に対する情報を適切に得るには技能を要する．

テンプレートの各コマは 4 段階の仮説と紐付いており，

そこで，ヒアリングエリアでは，利用者がテンプレート

テンプレートを選ぶと，各段階に記述された仮説が対応す

を選ぶだけで，4 段階の仮説に紐付くヒアリング項目を自

るコマに引用される．たとえば，4 コマのテンプレートで

動生成する．ヒアリングテンプレートを読み込むと，図 2

は，背景仮説が 1 コマ目（困っている）
，キーコンセプト仮

左下に示すように，ヒアリング項目と項目に対する回答記

説が 2 コマ目（こんなサービス）
，手段仮説が 3 コマ目（ど

入フォーム，およびヒアリング結果をまとめるための入力

うやって？）
，ユーザゴール仮説が 4 コマ目（うれしい）と

フォームが表示される．これにより，ヒアリング項目の作

いう展開になる．このようなテンプレートによってストー

成と，ヒアリング結果の記録を容易にする．

リーボードの作成を支援するとともに，ストーリーテリン

ヒアリングテンプレートは，インタビューの専門家と，

グの際にどの仮説について話しているのかを把握しやすく

仮説の段階をもとに，インタビューを受ける人が自分の経

する．HCI 分野におけるストーリーボードのガイドライ

験や価値観を意識しながら，自分事として答えられるよう

ン [29] と比較して，インタラクションの検証が目的ではな

な質問項目（e.g. そのように考える理由は具体的にどのよ

いため，具体的なサービスとのインタラクションの記述は

うな経験が元になっているのか？，使うとしたらどのよう

少ない．一方，仮説として明確化する課題やニーズ，ユー

な状況で使うことを想像したか？）を策定した．

ザゴールを優先して表現する構成とすることで，短時間で
サービスコンプトの全体像を伝えられるようにしている．
テンプレートは 7 種あり，作成が容易な 2 コマから，手段

D. リビジョンエリア
素早くデザインを反復するなかでは，振り返りを忘れが

まで含めて詳細な紹介ができる 6 コマのテンプレートまで

ちになり，過去に得た学びや合意の記憶が薄れることで，

を備える．それぞれの用途の詳細と仮説との関連は図 3 に

効果的な改善ができなくなることがある．よって，それら

示すとおりである．なお，このようなヒアリングを目的と

の情報を保持し，関連を維持することで情報の参照や引用
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図 6 実験の実施プロセスと所要時間

図 5 リビジョンエリアによる各サマリの表示

Fig. 5 Example of displaying summary in revision area.

Fig. 6 Procedure and required time of experiment.

を容易にすることが，効果的にデザインを進めるうえで重
要である．そこで，図 5 に示すリビジョンエリアでは，各
反復の記録（リビジョン）を保持し，1 クリックで参照で
きる機能を提供する．
リビジョンエリアでは，一連の工程が終わり，次の反復
に移るときにデザイナが作業中のリビジョンを保存する
と，新しいリビジョンが作成される．リビジョンは各テン

図 7 実験の支援機能の有無の条件詳細

Fig. 7 Comparison of experiment with supported or unsupported condition.

プレートをもとに作成された仮説，ストーリーボード，ア
リング項目および結果を保持する．加えて，各リビジョン

レートの支援効果を検証するために実施した実験と，その

のヒアリング結果のまとめを一覧できる．これにより，過

支援効果に関する考察を述べる．

去にどのようなことが分かったか，どのようなデザインの
変更をすると決めたかを一覧できる．さらに，各リビジョ
ンに移動するリンクが張られており，1 クリックで特定の

5.1 参加者および実施概要
本実験の参加者は，著者が所属する研究所の職員（20
代〜30 代）で，14 名（男性 6 名，女性 8 名）が参加した．

リビジョンを詳しく見ることができる．

全員が，サービスコンセプトを説明するストーリーボード

4. 実装

を作成することや，ストーリーボードを用いてサービスコ

Concept Tailor は，フロントエンドを Javascript，HTML5
および CSS3，バックエンドを PHP で実装した．テキス

ンセプトをユーザ評価することに慣れておらず，Concept

Tailor の想定ユーザであった．

トデータは xml に変換し，画像ファイルとまとめて zip 形

実験の実施プロセスを図 6 に示す．参加者はツールの支

式にしてサーバ上で保持する．ストーリーボードとヒアリ

援機能の有群と無群との両条件で，それぞれサービスコン

ングテンプレートは xml で作られており，各コマやヒア

セプトの具体化を実施した．条件の違いは図 7 に示すとお

リング項目がどの段階の仮説に紐付くかを属性として持つ

りである．第 1 に，実験説明では実験の目的を説明した．

jQuery *1 と

実験者が提示するウェブサービスのコンセプトの原案をも

jQuery Bootstrap を用いた．本ツールはブラウザアプリ

とに，仮説立案とストーリーボード作成をするように参加

ことで連携を実現する．また，UI については

*2

を利用

者に伝えた．このとき，どのような仮説とストーリーボー

することで，OS に非依存で動作する．主に，タブレットを

ドを作るかは，例を提示しながら説明した．また，ビジネ

用いてモバイル環境でも利用できるように実装を進めた．

スモデルや技術の実現性ついては深く考慮せずに，まずは

これらの実装は，多様な環境における作業を想定してい

ユーザにとって魅力的に映るサービスコンセプトになる

る．たとえば，ワークショップなどで非習熟者が本ツール

ように具体化してほしいと伝えた．さらに，作成した成果

を利用することを考えた場合に，専用のソフトウェアをイ

物を用いて，対象ユーザへヒアリングを実施するためのヒ

ンストールすることは現実的ではない．また，デザインプ

アリング項目を作成するように伝えた．第 2 に，実際に仮

ロセスではフィールドワークなどもあり，机上だけで議論

説立案とストーリーボード作成をするように依頼した．時

するわけではない．そこでブラウザ環境で動作し，かつモ

間は 20 分程度としたが，20 分を過ぎても作業終了まで待

バイル環境でも利用できるように配慮した．

つと伝え，自分のペースで作業をするように教示した．ス

ケーションとして提供しており，Google Chrome

5. 提案テンプレートの効果検証
本章では，Concept Tailor で提案している仮説立案，ス
トーリーボード作成，ヒアリング項目作成に対するテンプ
*1
*2

http://jquery.com
https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser
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を用いて画像を組み合わせることもよいとした．第 3 に，
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ボードを用いたヒアリングのための項目作成を依頼した．
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図 10 各条件における成果物の専門家評価による総合評点の平均値
図 8 各条件におけるツールに関する質問紙評価による評点の平均値

Fig. 8 Average score of questionnaire results for tools in each

Fig. 10 Average score of evaluation result of deliverables by
specialists.

condition.

図 9 各条件におけるヒアリング項目数と自己回答の記述量の平均値

Fig. 9 Comparing average number of created questions and
characters written by participants in each condition.

図 11 専門家評価の対象となった参加者の成果物例

Fig. 11 Example of participant’s deliverables evaluated by specialists.

作業時間は 15 分とし，それより前に参加者が完了したと

に示す．図 9 のエラーバーは標準偏差を示している．この

判断した場合には終了とした．加えて，作成した項目には

結果について対応のある場合の t 検定を行い，支援有の方

自分で回答して内省するように依頼した．なお，ヒアリン

がヒアリング項目数（t(13) = 5.63，p < .01）と自己回答

グ項目作成は全員が 15 分以内に作業を終了した．最後に，

の記述量（t(13) = 4.58，p < .01）ともに有意に多いとい

全作業が終了したのちに，各条件におけるツール利用につ

う結果を得た．

いて質問紙で評価するように依頼した．各評価項目は 10
段階評価（1：そうは思わない，10：そう思う）とした．
本実験では，カウンターバランスをとるために，どちら

最後に，実験に関与していない第三者である専門家 3 名
に，参加者が作成した仮説，ストーリーボード，ヒアリン
グ項目の評価を依頼した．図 10 に専門家評価の結果を示

の条件を先に実施するかは参加者によって入れ替えた．さ

す．なお，図 10 のエラーバーは標準偏差を示している．

らに，提示するサービスコンセプトの原案は 2 つ用意し，

評価者は全員がユーザインタビューの専門家として仕事を

1 回目と 2 回目で提示するコンセプトを変更することで参

しており，1 年以上の経験があった．本評価では，図 11

加者がコンセプトに慣れないように配慮した．

に示すように，どちらの条件で作成されたか分からないよ

作業はビデオを用いて記録し，また参加者が作成した成

うに加工して成果物を評価者に提示した．評価は図 12 に

果物は電子的に保存しておくことで，あとから参照して分

示す質問項目に従って 5 段階で行うように依頼し，各評価

析できるようにした．また，すべての記録の取得について

者の評価結果を合算して総合評点とした．評価結果につい

はあらかじめ参加者に許諾を得た．

て，ウィルコクソンの符号付順位和検定を行った結果，仮
説に関しては有意水準 1%（p < .01）で，ストーリーボー

5.2 実験結果
図 8 に，各条件におけるツールの利用について，参加者

ドとヒアリング項目については有意水準 5%で（p < .05）
で支援有の方が有意に高い総合評点を得た．

が質問紙評価した結果の平均値を示す．図 8 のエラーバー
は標準偏差を示している．これらの回答についてウィルコ
クソンの符号付順位和検定を行った結果，すべての回答で
支援有の条件が有意に高い評価を得た（p < .01）．

5.3 考察
まず，Concept Tailor の操作性について，参加者の質問
紙評価の結果から，高い満足度を得られていることが分か

次に，ヒアリング項目に関して，作成された項目数およ

る．つまり，参加者の主観的に，Concept Tailor のテンプ

び各項目への自己回答の記述量（文字数）の平均値を図 9

レートは仮説立案，ストーリーボード作成，ヒアリング項
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目作成において有効であると評価されたといえる．
次に，ヒアリング項目について，項目数と項目に対する
自己回答の記述量について支援有の方が有意に増加した．

6. ワークショップにおける提案の効果検証
本章では，ワークショップにおいて Concept Tailor を利

さらに，質問紙評価の結果から，支援有の方がコンセプト

用することをとおして，サービスコンセプトのデザインの

の改善につながる気づきが得られると評価された．一方

各工程の作業とそれらの連携を Concept Tailor が支援する

で，支援無の条件では，ヒアリング項目数や項目の内容が

効果について考察する．特に，サービスコンセプトのデザ

十分ではないにもかかわらず，全員が 15 分以内に項目作

インを反復して改善する際に，支援機能がある群とない群

成を終えていたことから，項目を自分で考えることは難し

との作業結果を比較する．

かったと考える．つまり支援機能によって，参加者はヒア
リング項目の作成を容易に行えたと考える．これらのこと

6.1 参加者および実施概要

から，Concept Tailor のヒアリングテンプレートは，利用

ワークショップでは，サービスコンセプトの原案を参加

者の内省を促せることを示すとともに，対象ユーザに対す

者に提示し，仮説の明確化，ストーリーボードの作成，お

るヒアリングの準備と実施を支援できると考える．

よびユーザ評価と結果の分析，という工程を 2 回反復し，

最後に，成果物を専門家評価した結果から，支援有の方

最終的なストーリープロトタイプとそのヒアリング結果を

が総合評点が有意に高いという結果が得られた．この結

提出する，という課題を与えた．ストーリーボードの作成

果から，Concept Tailor の仮説立案，ストーリーボード作

は，手書きのイラストや自分たちでサービスの利用シーン

成，ヒアリング項目作成のテンプレートを用いることで，

を演じた様子を写真撮影して取り込む，もしくはインター

成果物の品質が向上すると考える．なお，仮説立案におけ

ネットの画像検索を用いるように依頼し，必要に応じて

る「Q3：具体的な利用デバイスやシステムの仕組み」およ

Microsoft PowerPoint などの編集ツールを用いて画像を組

び「Q4：ユーザがサービスを通してどのような状態になれ

み合わせてもよいとした．なお，ワークショップは 2 時間

るのか」についての仮説において，特に大きな評点差が見

程度で終了した．

られた．次に，ヒアリング項目に関する評価については評

参加者は合計 16 名で，全員が著者が所属する大学院の

価者によってばらつきがあったため，改善の余地があると

修士課程に在席する大学院生（女性 9 名，男性 7 名，20

考える．具体的には，1 名の評価者が，ヒアリングで対象

代〜40 代）で，全員がサービスデザイン手法について習熟

ユーザから情報を得るには間接的な質問（ふだんの生活習

過程にあった．また，ストーリーボードを用いたプロトタ

慣を聞く，平日と土日の生活の違いを聞くなど）を多用す

イプ作成とヒアリングの実施については訓練を受けておら

る方が望ましい，として支援ありのヒアリング項目を低く

ず，本実験の参加者として妥当であると判断した．参加者

評価した．このことから，間接的な質問を増やすことで，

は 2 名 1 組のチームを 8 組作り，さらにその 8 チームを，

テンプレートの品質はより向上すると考える．

ツール支援がある 4 チーム（有群），支援がない 4 チーム

以上の結果を総合すると，Concept tailor は，非習熟者

（無群）に分けた．有群と無群の条件の違いは図 13 に示

に対して，サービスコンセプトの仮説立案，プロトタイプ

すとおりである．参加者にはあらかじめ実験目的のワーク

作成，ヒアリング項目作成と実施という一連の工程を支援

ショップであることを伝え，実験記録をとることについて

できるといえる．また，テンプレートに改善を加えること

許諾を得た．実験記録として，Concept Tailor に記録され

で，さらに支援効果を向上させることができると考える．

る，仮説，ストーリーボード，ヒアリング結果を取得した．

6.2 実験結果と考察
本節では，ワークショップの結果をもとに，有群と無群
の参加者の作業を振り返り，仮説の明確化，ストーリー
ボード作成，ヒアリング，およびヒアリング結果を用いた
デザインの改善の結果を比較することで，Concept Tailor

図 12 仮説，ストーリーボード，ヒアリング項目の評価項目

Fig. 12 Evaluation criteria for hypothesis, storyboard and
questions.
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これらの結果から，有群ではヒアリングをとおして，回
答の裏付けをとるための情報を得て，記録に残せることが
示唆された．さらに，ヒアリングの結果をもとに段階ごと
の仮説を整理し，修正を検討する傾向が見られた．
反復の支援について
ワークショップでは，サービスコンセプトの仮説の具体
化とストーリーの作成，およびユーザ評価を 1 名に実施す
る，という一連の工程を，2 時間程度で 2 回反復すること
ができた．また，リビジョンエリアを活用して，一連の工
程の成果物を適切に記録できていた．そのなかで，前述の
図 14 ストーリーボードの作成結果に差異が見られた例

とおり，有群では無群と比較して，ストーリーボードの作

Fig. 14 An example of comparing high and low quality story-

成において仮説を盛り込んだストーリーの作成と改善がで

board.

きる傾向が見られた．加えて，ヒアリングでは，対象ユー
ザの経験を具体的に聞きだす項目を考えられていた．さら

の支援機能の効果を考察する．

に，ヒアリング結果をもとに，段階ごとの仮説の修正検討

仮説明確化について

が行われる傾向が見られた．つまり，Concept Tailor を用

仮説の明確化において，両群ともに 4 段階に分けて仮説
を立てられており，記述内容に差は見られなかった．
これは，説明資料を用いて両群に 4 段階の仮説の説明と
具体的な記述例を提示したため，無群においても仮説の
段階を理解できたと考える．つまり，4 段階の仮説テンプ
レートや仮説の記述例を提供することで，仮説の記述を支

いることで，デザインの反復において，前の反復で具体化
した仮説とプロトタイプ，およびヒアリング結果の関連を
把握しながら改善を検討できることが示唆された．

7. 議論
2 つの実験をとおして，サービスコンセプトを具体化す

援できると考える．

るための，仮説立案，ストーリーボード作成，ユーザ評価

ストーリーボード作成について

という一連の工程を，Concept Tailor が支援できることを

両群ともに，作成されたストーリーボードには，背景（課

示した．つまり，本ツールによって，限られた時間でも効

題やニーズ），キーコンセプト，およびユーザゴールにつ

果的なデザインの反復がしやすくなると考える．今後は，

いて表現されていた．しかし，具体的な実現手段について

事例適用をとおして，本ツールを用いたデザインの反復を

は，無群よりも有群の方がストーリーボードに明記する傾

長期的に観察することで，最終的な成果物の品質が向上す

向が見られた（有群：3，無群：1）
．有群において，特にテ

ることを検証したい．

キストによる説明の部分に，具体的な実現手段が明確に記

次に，本研究によって，デザイン手法の利用と組合せを

述される傾向が見られた．図 14 に作成例を示す．なお，

ツールによって適切に支援できれば，作業効率の改善と成

参加者の個人情報に配慮して画像部分をイラスト化した．

果物の品質向上が可能であることを示せたと考える．つま

この差異はテンプレートの効果によるものと考える．テ

り，他手法の利用や組合せにおいても支援ツールを実現す

ンプレートのサンプルイラストと，コマに紐付く仮説が明

る価値があると考える．たとえば，良いコンセプトを創り

示されることで，どのコマにどのような情報を表現すれば

あげたうえで，インタラクションや UI のデザインを行う

よいのかを意識しやすくなったと考える．

必要がある．それらの工程を支援するツールを検討するこ

ヒアリングについて

とも重要だろう．そのほかにも，サービスデザインにおい

ヒアリング結果から，両群ともに，サービスコンセプト

ては，ビジネスモデルや技術的な側面について検討するこ

の具体的な実現手段に関する仮説の良し悪しについてはヒ

とも必要である．よって，ビジネスや技術に関するステー

アリングできていることが確認された．加えて，有群では

クホルダに対してもサービスストーリーを共有し，多面的

無群に比べて，
「回答した理由はどのような経験をしたか

に評価を得ながらデザインの反復ができるようにツールを

らなのか」など，回答の裏付けをとるために具体的な経験

拡張することも価値が高いと考える．

を聞きだそうとしていた（有群：4，無群：0）．次に，ヒ
アリング後のデザインの改善において，両群ともに仮説や
ストーリーボードの書き換えが行われた．そのなかで，無

8. おわりに
本研究では，サービスデザインの初期段階における，

群では具体的な手段に関する仮説を変更するのみであった

サービスコンセプトの具体化を支援するツール：Concept

のに対し，有群では手段仮説以外の段階の仮説も変更する

Tailor を提案した．本ツールでは，サービスコンセプトの

チームがいた（有群：2，無群：0）．

仮説を 4 段階に分けて立てるという規則を新たに設けるこ
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とで，仮説立案，ストーリープロトタイプ作成，ヒアリング
項目作成をガイドするテンプレートを実現した．加えて，

[17]

各工程の情報をツールが管理し，円滑に連携させるインタ
ラクションを実現した．また，Concept Tailor のプロトタ
イプを実装して実験を行い，3 種のテンプレートが各工程

[18]

の作業を支援することを示し，さらに一連の工程を連携さ
せることでデザインの反復を支援できる可能性を示した．
今後は，Concept Tailor の実用性をさらに向上させるた
めに，事例に適用することで知見を得て，ツールを改善し

[19]

ていくことが必要である．さらに，サービスをデザインす
るプロジェクトにおいてツールを長期的に利用しながら知

[20]

見を収集し，機能の拡張や新手法の考案を目指したい．
[21]
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