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あ ら ま し

流通や金融など業種向けのシステム，いわゆる「BtoBtoC」のプロダクトやサービスは，
システム購入者のみならず，システムを取り扱う従業員，サービスを享受する利用客など，

ICTに関わる立場の違いから，それぞれの観点で価値を提供することが必要である。こう
したことから「BtoBtoC」のプロダクトやサービスのデザイン開発に当たっては，使いや
すさや美しさだけでなく，経営的なメリットまで様々な視点から総合的に考慮すること

が重要になる。近年は，社会環境の変化に伴い，システムを購入するお客様の経営環境

も変化し，生産性や集客，販売機会向上といった経営に直結する要求が高まってきている。

そうした状況の中で，魅力的なプロダクト・サービスを提供するために，デザインの役

割が，お客様の課題理解に基づき，サービスそのもののあり方まで革新させる価値創出

に期待されている。

本稿では，小売業向けのPOS（販売時点情報管理）システムを事例に，営業部門と開発
部門とデザイン部門が一体となって新たなプロダクト・サービスを創出したプロセスと，

シミュレーション技術を用いて商談をコンサル型に転換する取組みを紹介する。

Abstract

Systems for business categories including distribution and finance, or so-called 
“BtoBtoC” products and services, are required to provide value from different 
perspectives for people involved with ICT in different positions including employees 
handling the systems and users receiving the services as well as system purchasers.  
Accordingly, design development for BtoBtoC products and services requires them to 
be comprehensively considered from various viewpoints ranging from user-friendliness 
and appearance to business benefits.  Recently, the business environment of customers 
who purchase systems has changed along with the change in the social environment.  
Further, enterprises have increasing demands linked directly with management such 
as improvement of productivity, customer attraction and sales opportunities.  To 
provide attractive products and services in this situation, design is expected to play 
a role in creating value that revolutionizes the ideal of services themselves based on 
an understanding of customers’ challenges.  This paper uses a point of sale (POS) 
system for the retail industry to present a process of new product and service creation 
through the concerted efforts of the sales, development and design departments.  It 
also describes an activity of using simulation technology to turn business discussions 
into consultative type.
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する。業種向けのプロダクトやサービスにおいて
は，お客様を購入者，運用者（従業員），サービス
利用者の3視点で捉え，関わる立場の違いから，購
入者の経営的なメリット，運用者の作業性やモチ
ベーション，サービス利用者の利便性，嗜好性を
追求したデザインを行う。
（2） トータルデザイン
お客様に最適なトータルソリューションを提供
するため，人・モノ・場のつながりを考慮し，ICT
に加え，ICTの利用スタイルや，利用される場（店
舗や施設）のあり方を総合的に最適化するデザイ
ンを行う。
（3） ユニバーサルデザイン
誰もが参加できるICT社会の実現を目指して，全
ての人にとって使いやすいシステムを提供するこ
とによって，より多くの人の社会参加を可能にす
る。更に，CSRの視点として社会や環境に配慮し
たプロダクト・サービスを提供する。

イノベーションデザインの取組み

プロダクトとサービスの融合が求められる中，
以前に増してモノづくりが難しくなっている。こ
のような状況を解決し，イノベーションを誘発す
るためには人間中心に考えるデザインの思考が重
要と考えられ，そのために，以下の三つの施策を
実施する。
（1） サービスを革新する新たな商品開発
お客様のビジネス環境の著しい変化や商品のコ
モディティ化によって，お客様に本当に必要な価
値が提供できなくなっていないだろうか？小売業
などの業種ビジネスは，景気低迷やネットの普及

イノベーションデザインの取組み

ま　え　が　き

富士通は，流通ソリューションとして小売業向
けに様々なソリューションを提供している。その
中で，店舗におけるお客様サービスの向上や店舗
運営の効率化の一翼を担っているのがPOS（販売
時点情報管理）システムであり，業態（百貨店，
量販店，専門店，フードサービス，ショッピング
センター）に合わせて最適化したものを商品化し
提供している。POSシステムは，オペレーション
の中で「商品」という現物を扱い，来店する様々
な消費者を接客するフローが生じるため，オペレー
ションの良し悪しが，売上げ・人件費・お客様の
満足度に直結し，小売業にとって店舗運営，売場
改革の大きな課題になっている。このようなこと
からPOSシステムは，店舗の利用特性に合った
チェックアウト（会計）のスタイルの創出が重要
なデザイン要素であり，機器単体の使いやすさや
美しさだけでなく，設置空間や運用までを含めた
トータルな視点でのデザインが必要になる。この
ため富士通のデザインはPOSシステムの商品開発
から，導入（設置方法）・運用に関わる商談支援ま
で関与し，消費者の利便性や小売業の経営課題に
応える価値創出に取り組んでいる。
本稿では，まず，POSシステムなどの業種向け
製品のデザインアプローチおよびイノベーション
創出の施策を述べ，次に，お客様の経営環境の変
化に対応した「セルフペイメントシステム（製品名：
TeamPoS/SP）」という，今までにないPOSシステ
ムを開発した方法について紹介する。

業種向け製品のデザインアプローチ

富士通のデザインは，ヒューマンセンタードデ
ザイン（以下，HCD）の観点から「人」に焦点を
当て，ビジネスに貢献する活動を行っている。（1）利
用する人の使いやすさや心地良さ，現場での作業
性やコミュニケーション，機器や設置される空間
まで含め，統合的にビジネスの最適化を図ってい
くことが必要である。本稿で述べるPOSなどの業
種向けシステムは，以下の視点に基づきデザイン
を行っている（図-1）。
（1） カスタマーセントリックデザイン
デザインのあるべき姿を「お客様視点」で創造

ま　え　が　き

業種向け製品のデザインアプローチ

図-1　富士通におけるヒューマンセンタードデザイン

環境 サービス

機器 情報

ヒューマンセンタードデザイン

カスタマーセントリックデザイン

トータルデザイン ユニバーサルデザイン
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ソースを最大限に活用するために，プロセスや組
織を横断し，多岐にわたって組織的に支援する体
制づくりが必要である。

セルフペイメントシステムの開発

スーパーマーケットなどの小売店向けのPOS
システムとして「セルフペイメントシステム」
（図-2）の開発を行った。セルフペイメントシステ
ムの特徴は，店員がスキャニングステーションで
商品を登録し，支払いは来店客自身がペイメント
ステーションで行う点である。レジ回転率が大幅
に向上するとともに，来店客は後ろの人を気にせ
ず支払いができ，店員は現金を取扱うストレスか
ら解放され商品登録作業に専念できるようにした。
この開発に当たっては，POSシステムの商品開発が
前提ではなく，スーパーマーケットに向けて新たな
価値を創出するために，お客様視点，現場起点か
ら大きく三つの思考プロセスで実施した（図-3）。
対話・観察（仮説的推論）では，現場体験から未
来のありたい姿について直観的に仮説を立て，ア
イデア発想・コンセプト策定（演繹

えき

）では試作品

セルフペイメントシステムの開発

によって消費スタイルが多様化し，ICTに求めら
れる役割が大きく変化している。このような状況
の商品開発は，既存システムの概念にとらわれず，
これからのお客様のビジネスにとってICTのあるべ
き姿を追求し，革新的なプロダクト・サービスを
創出するために，以下の知識創造型のプロセスを
実践する。
・ 対話や現場観察から潜在ニーズを洞察する。
・ 集合知の交流による創発を行う。
・ 早期に解決策を可視化し理解を深める。
・ 検証を繰り返しビジネスモデルを完成させる。
（2） シミュレーション技術による先進的商談支援
お客様の導入環境に合った使い方や，設置レイ
アウト，要員配置のあり方について，これまでは
経験値や個人のスキルに頼っていたが，今後，ビ
ジネスプロデュースとしてのコンサルティング力
を高めるため，現場のデータを収集し分析するシ
ミュレーションツールを活用する。この科学的な
判断により投資効果の高い最適なICTの導入プラン
を策定し，最善な意思決定を促す。
（3） 戦略的デザインマネジメント
商品開発や商談において，新たな価値創出と実
現化のために，以下のデザイナーのスキルが重要
な役割を果たすようになっている。
・ 課題を発見する「観察力」：Observation
・ 価値を生み出す「発想力」：Ideation
・ 中立に協調する「合意形成力」：Facilitation
・ アイデアを形にする「可視化力」：Visualization
・ 有用性を試す「評価力」：Evaluation
・ まとめ上げ完成させる「統合力」：Integration
これまで企業内でのデザイン領域は，長く意匠
創作という狭義な概念が定着していたが，これか
らの商品開発や商談では上流工程からデザインリ

図-2　セルフペイメントシステム
（製品名：TeamPoS/SP）

図-3　仮説的推論からビジネスに導くプロセス

①商品登録（店員） ②お支払（来店客）

スキャニングステーション ペイメントステーション

対話・観察
（仮説的推論：アブダクション）

アイデア発想・コンセプト策定
（演驛：ディダクション）

ビジネス形成
（帰納：インダクション）

●営業部門，開発部門，デザイン
部門横断チームを結成し，多様な
視点から検討とディスカッション
●フィールドワーク（店舗観察，店
員インタビュー，消費者アンケー
ト）から潜在ニーズ（ありたい姿）
発掘

●集合知の創発でアイデアを発想
●アイデアの具体化（コンセプト）
●実働プロトタイプ制作，使用検証
●ハードウェア，アプリケーションの
仕様要件を明確化

●先進ユーザ店舗での実証実験
●稼働後の効果測定，出口アンケート
●ビジネスモデル，商品化要件まとめ
●レジの混雑状況を可視化するシミュ
レーションツールの開発
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泉であり，セルフペイメントシステムの開発では，
営業や開発のスペシャリストが結集した。既存の
利用フローを見直し，少ない台数・少ない要員数
で回転率を向上させ，店員や来店客にも満足が得
られるアイデアとして，セルフペイメントシステ
ムという新たなチェックアウトスタイルを発案し，
社内やお客様にヒアリングするために，利用シー
ンのイラスト，利用フロー，お客様のメリットな
どを具体的に可視化し，実際のサービス・プロダ
クトのイメージが共有できるものを作製した。
●　「ともかくやってみよう」
「ともかくやってみよう」は富士通の大切なDNA
である。既成概念を打ち破る「突飛なアイデア」は，
机上で有用性を証明することが難しいため，「とも
かくやってみよう」という「試行錯誤型」のプロ
セスを取り入れることが有効と考えられる。具体
的には「プロトタイピング」という手法を用いて，
早期に試作品を作成し実際に自らが体験し現実性
を検証することである。セルフペイメントシステ
ムの開発においては，既存製品を改造して試作機
を仕立て，実験室で既存システムと生産性（レジ
回転率）を比較する計測を実施した｛図-4（a）｝。
その結果，セルフペイメントシステムでは店員1人
であっても，店員2人で運用する一般的なレジと同
等の生産性を実現できることが実証できた。また
検証では，オペレーションや人の動線に対して機
器の配置や操作フローの仮説立案と検証を繰り返
し，機能面と心理面から運用形態やハードウェア，
アプリケーションの仕様要件の最適解を見出した。
また，仕様が明確化したら，製品に近い試作機を
製作してお客様デモや展示会への出品を行い，様々
なステークホルダの意見を得ることで，実現性を
高めた｛図-4（b）｝。
●　実証実験によって完成させる
徹底した低コスト店舗運営を実施しているスー
パーマーケットにご協力いただき，2011年11月に
実証実験として1店舗に導入した（図-5）。お客様
の声を聞き，更に詳細仕様を詰めるとともに，本
格展開を想定し，店舗規模に応じた台数試算や，
スムーズな利用を促す動線計画，サイン計画を実
施した。試行後は，導入後調査を実施しPOSデー
タや実測から生産効率を算出するとともに，定点
観測（ビデオ）により動線やエラーの発生状況の

を作りながら具体的な解決策を可視化する。そして
ビジネス形成（帰納）では，事実検証からビジネス
に結びつける。実際にはプロジェクトチームを結成
し，以下に述べるプロセスで2013年に商品化した。
●　現場との「対話」からありたい姿を考える
セルフペイメントシステムの開発は，現場の営
業部門との対話がきっかけであった。日頃お客様
の声を聞いている営業のメンバと対話することに
よって，ここ数年の景気低迷・デフレの影響から，
スーパーマーケットの経営環境が変化し，経営層
から効率化や人時生産性の向上への要求が高まっ
ていることが分かった。このように現場に最も近
い営業部門と開発部門が一体となる実践知の対話
の場を作り，「これからの時代，お客様に提供すべ
き本質的な価値とは何か？」という問いから潜在
ニーズを顕在化することが重要であり，ここから，
富士通が小売業に提供しているPOSシステムに対
して新たな施策検討がスタートした。
●　フィールドワークで課題を発見する
フィールドワークの目的は，現地調査で利用者
の観察やインタビューなどを行うことで，「人間の
行動・経験・価値観」を理解し，顕在化されてい
ない課題を抽出することである。特に接客スタイ
ルや作業フロー，設置スペースなど「人とモノと場」
が複雑に関係するシステム開発は，現場の実態を
知るフィールドワークは欠かせないプロセスであ
る。フィールドワークで重要なポイントは，「現状
の問題点探し」ではなく，「あるべき姿」を明確な
ものにし，そのための課題や理想とのギャップを
多面的に抽出することである。セルフペイメント
システムの開発では，店舗観察，店員インタビュー，
消費者アンケートに基づき，経営層，店員，来店
客のニーズに応える課題を明確にし，関係者全体
で共有することで，その後の検討視点がブレのな
いものにした。
●　多様な集合知で「創発」する
フィールドワークで明確にした課題に基づき，
解決するアイデアを発想する。ユーザや導入され
る環境を想定し，サービスのシナリオ（価値を創
出する利用シーン）と，それを実現させるICTの
アクティビティ（活用方法）とインタラクション
（操作方法）を検討する。各分野で経験豊富な集合
知の「創発」が知識創造型のイノベーションの源
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いる。（2），（3） これまで，適正レジ台数の算出は処理件
数と所要時間から計算する手段しかなく，人の行
動や，買い物点数などのばらつきによって，待ち
行列の発生状況を可視化することは困難であった。
こうしたことから，社会における人の行動をモデ
ル化する社会シミュレーションという技法，方法
論を用いて，売り場内で複数の来店客がレジに向
かう動線と，スキャニングステーションやペイメ
ントステーションでのお客様の滞留や動線を再現
し，レジの導入台数に対する混雑発生状況を確認
できるものにした。デザイナーや営業が条件とな
る変数を入力するだけで，事前に導入後の状態が
提示できるようになり，科学的な判断に基づいた
先進的な商談を実現可能にした。

今後の展開

このように新たなチェックアウトスタイルの創
出により，富士通のPOSシステムは，フルサービ
スのシステムからセルフサービスのシステムまで

今後の展開

情報を収集した。更に，来店客に対して出口アン
ケートを実施し受容性評価を行った。その結果，
作業効率が従来比1.5倍向上したことを確認すると
ともに，約8割の来店客から「レジ待ちが少なく
なる」「自分のペースで支払いができて良い」「操
作しやすい」というポジティブな評価が得られた。
実証実験後，一般商品化に向けた改善点を抽出し，
要件整理，ビジネスモデルの評価を行い，一般商
品化を実現した。このように多様な集合知の共創
からあるべき姿を考え，プロトタイピングや実証
実験により実現性や有用性を評価するプロセスを
取り入れることで，セルフペイメントシステムと
いう新たな商品を創出することができた。

シミュレーションツールの商談活用

セルフペイメントシステムの拡販・商談推進に
当たって，導入前にシステム導入後のレジの効率
性や人の動きが検証できるシミュレーションツー
ル（図-6）を富士通研究所が開発し試行を行って

シミュレーションツールの商談活用

（a）実験室による使用検証 （b）展示会での意見収集

図-4　プロトタイピングによる仮説検証

図-5　実証実験店舗
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合するICTが求められる中で，HCDに基づき，現
場起点で知識創造を促すイノベーションデザイン
の重要性を紹介した。POSシステムのような普遍
的に思われる商品でも，改めて経営視点や顧客経
験価値から見方を変えれば，今までになかった新
たなサービスを生み出す可能性があることに注目
してもらいたい。また，開発の効率化が求められ
ている時代，このように試行錯誤型のプロセスは
一見無駄に見えるかもしれないが，失敗を恐れず
チャレンジする「ともかくやってみよう」という
富士通のDNAは，新たな価値を生み出すために今
だからこそ大切であると感じる。

含めて，お客様の店舗特性に合わせたチェックア
ウトソリューションを提案し，サービスの向上と，
店舗運営の効率化支援を高めることが可能となっ
た。今後は，チェックアウト環境のみならず，トー
タルな店舗ソリューションとして，店舗全体でICT
を利活用する次世代のサービスを描き（図-7），更
にシミュレーションツールなどを用いて，収集し
たデータから最適解を導き，地域や社会を豊かに
する店舗改革を支援に取り組んでいきたいと考え
ている。

む　　す　　び

本稿では，これからプロダクトとサービスが融

む　　す　　び

図-7　次世代のスーパーマーケット（イメージ）

図-6　混雑状況を可視化するシミュレーションツール

レジに向かう客

スキャニングステーション

ペイメントステーション

利
用
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