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1. はじめに
近年，IT 技術の著しい発展により，多種多様な
情報がストリームとなって地域の各地点から生成さ
れる時代が到来している．これらの情報ストリーム
（情報流）をリアルタイムに選別，融合，編纂，提
示することができれば，新しい「知」を創出し社会
の変革に寄与する次世代サービスを提供できる可能
性がある[1]．それに伴い，あらゆる情報を自由に
組み合わせるだけでなく，新しい価値を持たせて編
纂，共有するコンテンツキュレーションという概念
が注目を集めている．
一方，サービスマーケティングの分野では，市場
の成熟化に伴って，モノ（商品）の価値(機能や品
質)を重視するグッズ・ドミナント・ロジック（GDL）
から，サービスを通じて得られる使用価値や経験価
値を重視するサービス・ドミナント・ロジック
（SDL）[2]へのパラダイムシフトが起きている．そ
のため，企業は自社だけでなく様々なステークホル
ダー（顧客，地域,etc.）を巻き込んでサービスの
新たな価値を創造する価値共創の実現を求められて
いる[3]．今後は，高品質なサービスを提供するだ
けでなく，そこから得られた情報（顧客のフィード
バック）を有効活用して事業の価値を高めていく必
要がある．
これらの背景から，我々は，多様な情報を自動で
編纂するキュレーション技術によって，サービス空
間を高度化し，新たな価値共創を実現する枠組みを
構築できないかと考えた．そして，地域の移動/生
活支援事業にターゲットを絞り，その枠組みを具現
化する ICT システムとして「価値共創キュレーショ
ンシステム」の研究開発に取り組んでいる．本稿で
は，提案する価値共創キュレーションシステムの構
想を示すと共に，その概念に基づいて試作中の会員
制タクシー向け会話支援システムについて報告する．

2. 価値共創キュレーションシステム
図 1 に価値共創キュレーションシステムの概要を
示す．本システムの目的は，キュレーションによっ
て得られるコンテンツ（価値のある情報）を，事業
者に提供し，移動/生活支援サービスを高度化する
ことにより，サービス享受者（地域の移動困難者）
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をサービス改善のプロセスに巻き込み，価値共創を
実現することである．そして，サービス享受者の行
動/活動データや，サービスに関して感じている要
求や不満といった潜在的なニーズを収集/蓄積/分析
し，既存サービスの改善や新サービスの立ち上げに
有効活用するエコシステムの実現を目指す．
本システムでは，キュレーション処理を行うサー
バとしてクラウド上で抽象的な情報編纂を担当する
一次キュレーションサーバとローカルでその場に応
じた具体的な情報編纂を担当する二次キュレーショ
ンサーバが存在する．一次キュレーションサーバは，
地域住民を巻き込んだユーザ参加型センシングや
WEB センシング技術を用いて，地域情報（道路の混
雑/景観状況や時事的なニュース/口コミ情報）を収
集/分類/編纂する役割を担う．二次キュレーション
サーバは，サービス空間（タクシーやバスの車内）
の会話状況や車の現在位置（GPS 情報）などの情報
に応じて，その場に必要であろうコンテンツ（会話
を活性化するような情報，周辺道路の混雑/景観情
報,etc.）を生成し，提供する役割を担う．一次キ
ュレーションサーバと二次キュレーションサーバ
は，相互に情報の通信が可能であり，二次キュレ
ーションに必要となる情報やサービス空間で得ら
れたフィードバック情報（乗客との会話データ，
乗客の表情データ, etc.）のやり取りを行う．
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3. 価値共創キュレーションシステムの応用
(会員制タクシーサービスへの適用)

図3に，提案システムによる具体的なサービス支援
シナリオを記述する．

現在，我々は，実在する生活支援型の会員制タ
クシーサービスをモデルケースとして，価値共創
キュレーションシステムの検討を進めている．こ
のタクシーサービスは，アテンダントドライバー
と呼ばれるサービス提供者が地域の高齢者や子育
て主婦など乗客に応じた細かなおもてなしを行う
という点が特徴である．現状では，サービスを通
じて得られた情報（乗客の趣味嗜好，新たなサー
ビスの芽となりそうな話題,etc.）はアテンダント
ドライバーの知識として蓄積されるのみであり，
それを体系的に管理する仕組みが整っていない．
そこで本研究では，このサービス空間に，価値
共創キュレーションシステムを導入し，アテンダ
ントドライバーと乗客間の会話を支援すること
で，価値共創を実現する．図2に会員制タクシーサ
ービス向け価値共創キュレーションシステムの概
要を示す．本システムでは，アテンダントドライ
バーと乗客間の会話から①企業の価値，②ユーザ
の価値，③第三者の価値という3つの価値につなが
る情報を引き出すことを価値共創の基本方針とす
る．サービスで得られた情報は，二次キュレーシ
ョンサーバを通じて，クラウド上の一次キュレー
ションサーバに保存される．保存された情報は，
次回のサービス時に，会話化支援コンテンツの素
材として利用される．これによって，対応するア
テンダントドライバーが異なる場合でも，サービ
スで得られた価値のある情報をサービス品質の向
上に活かすことが可能になる．

<シチュエーション>
・リハビリ施設への送迎，到着まで残り10分
・10回目のご利用
・初対面のアテンダントドライバー
・K:キュレーションサーバ（タブレット）
A:アテンダント，Y:乗客(Yさん)
<シナリオ>
A: 「お久しぶりです,Y さん.(Y さんの送迎は久々)」
Y: 「お久しぶりです.」
A: 「昨日まで雨でしたが,今日は天気がいいですねー.」
Y: 「そうだね～，おかげで体の調子も良い感じだよ」
T: 天気の会話を察知し，今週の気象情報を画面に表示
A: 「今日からはずっと晴れの予報みたいですねー」
Y: 「お～，そりゃよかった.今週末は孫の運動会なんだよ」
A: 「よかったですね～，お孫さんいくつですか？」
Y: 「いま，小学 5 年生の男の子だよ」
～ Y さんは孫の話を数分間語る～
T: タブレットは，Y さんに小学 5 年生の孫がいる情報を登録
⇒次回，以降につなげられる情報の記録
…数分後
T: 前回の会話内容情報から,乗車日の前の土日に
旅行へ行っていたという情報を画面に表示
⇒前回の記録情報を活用
A: 「前回のアテンダントの◯◯から聞いたのですが,
旅行へ行かれていたそうですね!いかがでしたか?」
Y: 「いや～，とても,よかったよ～」
～ Y さんは楽しそうに旅行の話を数分間語る～
【アテンダントの価値】
・過去の会話内容から，スムーズに今回の会話を展開できる
【乗客の価値】
・どのアテンダントも，自分のことを覚えてくれている
・最近の出来事を語ることができる
【企業の価値】
・得られた情報を活用して，サービス品質を向上できる
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4. まとめ
本研究では，新たな価値共創を実現する ICT シス
テムとして「価値共創キュレーションシステム」の
検討を行った．今後は，自動キュレーション機構や
車内コンテキストセンシング機構の設計・実装を進
めると共に，実際のサービス環境，データを用いた
実証実験を行い，その有効性を評価する予定である．
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