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Ⅰ. はじめに

　サービスの重要性が高まり続ける昨今，サー
ビスデザインに対する注目と期待は増してき
ている。サービスデザインという標語の下，デ
ザインの対象をサービスへと広げていったと
き，私たちは何に着目し，どのような方法論で
その活動に臨むべきだろうか。多様な専門家に
よる学際的なアプローチで取り組まれている
この分野において，その問いに一言で答えるの
は容易ではないかもしれない。しかし，これま
での先行研究や実践，そしてそれらを元に編纂
された文献などを参考にすれば，サービスデザ
インの根底にある基本的な概念やその革新性

を素描することはできよう。
　例えばStickdorn等はそのようなサービスデ
ザインの学際的な性格を認めながらも，その著
書『THIS IS SERVICE DESIGN THINKING』
においてサービスデザインに求められる基本
的な考え方の原則として，ユーザー中心，共
創，インタラクションの連続性，物的証拠，ホ
リスティックな視点という5つを挙げている

（Stickdorn & Schneider, 2011）。 ま た， サ ー
ビスデザインにおける一連のプロセスを解説
した，『サービスデザイン』（Polaine, Løvlie, & 
Reason, 2013）においても，顧客の体験として
サービスを捉え，そこに関わる人々を中心とし
た共創によるデザインの重要性が主張されて
いる。ここで挙げた2冊の教科書をはじめ，他
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の様々な先行研究からも，「人間中心」，「ユー
ザーを含むステークホルダーとの共創」，「体験
のデザイン」などといった概念がサービスデザ
インの根幹にあることがわかる。
　しかし，そのようなサービスデザインの前提
となっている概念には，サービスの理論的視座
が不足しており，その結果サービスという事象
が曖昧にされたまま議論が進んでいるように思
える。事実，上述したサービスデザインの基本
的な考え方は，サービスにおける主観性，相互
主観性をめぐる理論的矛盾を孕んでいる。サー
ビスデザインは学際的な分野であるとされなが
らも，実践研究と，理論を構築する社会科学の
間には，これまで有意義な協業はほとんどなさ
れてこなかった。
　そこで本稿では，サービスデザインの基礎，
革新性を概観した上で，その問題点を社会科学
の理論的視座から指摘する。ゆえに批判的な論
調になることは免れないが，決してこれまでの
サービスデザインを否定する意図はない。むし
ろその可能性を信じ，本稿が目指す，実践と理
論の協業がさらなるサービスデザインの発展に
つながることを期待し，議論を進めていきたい。
　

Ⅱ. サービスデザインの革新性

　サービスデザインに対する関心の高まりの背
景には，サービス・ドミナント・ロジック（Lusch 
& Vargo, 2014; Vargo & Lusch, 2004）などで
主張されてきたように，プロダクト中心の価値
観から，製造業や販売業などの業態もサービス
という概念で捉える考え方へのシフトがある。
企業は自身の事業を，顧客を中心に据えたサー
ビスとして捉え直す必要性に迫られており，そ

のような流れの中で，「既存の事業体視点では
なく顧客観点で事業を全体的に見直す=再構築

（リフレーミング）するための方法論」（長谷川, 
2012）として，サービスデザインに関する様々
な研究や実践に注目が集まっている。また，サー
ビスデザインをはじめ，「デザイン」の概念の
広がりは，ビジネスシーンのみならず，公共サー
ビスや社会問題の解決など，より広範囲の課題
にも適用が可能であり，今後ますます「デザイ
ン」に関する議論は活発化していくことと思わ
れる。
　サービスデザインの革新性は，利用者の体験
を総合的に捉えデザインするという点にある。
これは従来のデザインで議論されてきた「人間
中心設計」の枠組みの延長で，それをより発展
させたものと捉えることができる。実際，サー
ビスデザインは「インタラクションデザインで
発展した人間中心主義設計のアプローチを基盤
として，ユーザーの体験を中心にサービスをデ
ザインする方法の確立」（武山, 2013）を目指
して発展してきたとされている。
　その中でも，サービスデザインでは，個別
のインタラクションに注目するだけではなく，
様々なインタラクションをつなぎあわせて，総
合的に体験をデザインするという意味で新しい
取り組みである。顧客は全体としてサービスを
体験し，その全てがいかにうまく連携している
かを評価の基準にすることになる（Polaine et 
al., 2013）。
　つまり，サービスデザインにおいて考慮しな
ければならないのは，各々のタッチポイントに
おけるユーザーの体験だけではない。サービス
デザインでは，ユーザーのコンテクストを考慮
した顧客のシームレスな体験全体をデザインす
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ることが求められるのである。それが，同じく
「体験」をデザインの対象としている，UXデ
ザインやインタラクションデザインとの違いと
して強調されている。
　　 サービスデザインにおいてはコンテクスト

を理解することが非常に重要であり，この
点がデザイナーのほとんどがもっている
ユーザー中心設計に対する理解と異なりま
す。UXデザインやインタラクションデザ
インにおける私たちの経験では，たいてい
の場合，個々のタッチポイントというと画
面上のタッチポイントばかりが着目されま
す。（Polaine et al., 2013, p. 151）

　サービスデザインでは，UXデザインやイン
タラクションデザインを否定するのではなく，
それらのプロセスや手法を用いながら，ユー
ザーのコンテクストを考慮することで，一貫性
を持った顧客体験の実現を目指すことになる。
　このような体験の捉え方を前提に，カスタ
マー・ジャーニー・マップ，ストーリーボード，
サービスロールプレイなど，サービスデザイン
のためのツールや手法が開発されてきた。ユー
ザーの体験を一つのタッチポイントに着目して
捉えるのではなく，サービスにおける一連の体
験をデザインするという考え方へのシフトや，
そのための手法を数多く提案してきたことは，
サービスデザインにおける革新性の一つとして
考えられている。
　さて，もう一つのサービスデザインの革新性
は，様々なステークホルダーが関わる「共創」
の概念であろう。ここでいう共創とは，ユーザー
を含めた多様なステークホルダーにサービスを
創造するプロセスに加わってもらうことを指し
ている。

　　 サービスデザインでは，単に人々のために
デザインするのではなく，人々と一緒にデ
ザインします。ここが従来のユーザー中心
設計や多くのマーケティングと異なる点で
す。ここでいう「人々」とは，単に顧客や
ユーザーだけではなく，サービスを提供す
るために働く人も含んでいます。（Polaine 
et al., 2013, p. 48）

　このような共創は，「参加」とも置き換えられ，
様々なステークホルダーがサービスの創造プロ
セスに参加することによって，個々のタッチポ
イントを分断することなく，互いに連携しなが
ら一貫した顧客のサービス体験をデザインして
いくことができる。
　ここまでをまとめると，サービスデザインは
これまでのデザイン科学が標榜してきた人間中
心設計を踏襲しながらも，ユーザーの一連の体
験に目を向け，その提供を実現するため，ステー
クホルダーを巻き込んだ共創を主張していると
いう点に大きな特徴と革新性が見出されている
といえよう。

Ⅲ. サービスデザインへの問題提起

　前項ではサービスデザインの革新性について
確認した。デザインの対象が個々のタッチポイ
ントから，インタラクションの連続性を内包す
るサービスという複雑な枠組みに広がったこと
によって施された独自の工夫はサービスデザイ
ンの革新性を表している。
　その一方で，その根底にあるデザインの考え
方自体はやはり従来の人間中心設計の枠組みを
色濃く踏襲していると言える。しかしながらデ
ザインの対象が，プロダクト，グラフィック，
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情報システムなどからサービスに変化すると
き，デザインの考え方は本当に従来のままでよ
いのだろうか。
　我々はサービスにおける「体験」や「共創」
という概念が深く議論されないまま，サービス
デザインに関する理論や手法が提案されている
ことの問題を指摘したい。このままでは，サー
ビスをデザインするという画期的な活動の可能
性を見誤ってしまうことにもなりかねない。そ
こで，この「体験」と「共創」という概念を詳
細に検討していきたい。

3-1. 「体験」の概念
　サービスデザインがサービスにおけるユー
ザーの体験全体を考慮することを強調している
ことは既に述べた通りである。
　　 顧客，ユーザー，患者，消費者といった人々

の体験こそ，サービスデザインが力を発揮
すべきコンテクストなのです。サービスは
ユーザーの期待に応える，あるいはそれ以
上のポジティブな体験を保証することで改
善されていきます。（Polaine et al., 2013, p. 
151）

　さて，ここで問題として指摘したいのは，引
用にあるポジティブな体験が，一体どういうも
のかという曖昧さを抱えていることである。実
際にサービスデザインが目指す，ポジティブな
体験は，ネガティブな体験の排除としてしか語
られていない。例えば，使いにくいインター
フェース，一貫性のないサービスプロセス，不
愉快な接客など，サービスにおけるネガティブ
な顧客体験は事例付きで語られる一方で，サー
ビスデザインが目指すべきポジティブな体験は
その改良，改善でしか定義されない。

　このように，サービスデザインが力を発揮し
目指すべき，ポジティブな体験のデザインがネ
ガティブな要素からの脱却としてしか捉えられ
ない限り，当然ながらサービスデザインとその
方法論が可能にするのも，現状のサービスから
の改良，改善といった枠に収まってしまうだろ
う。
　サービスにおいてこのように体験が捉えられ
てしまう背景には，人間中心設計の考え方があ
る。人間中心設計を提唱し，推奨してきたドナ
ルド・ノーマンは次のように指摘する。
　　 人間中心設計はよいプロダクトを保証す

る。それは確実な改善をもたらす。また，
優れた人間中心設計は失敗を未然に防ぐこ
ともできる。それはプロダクトがきちんと
動くこと，人々がそれを使いこなせること
を保証する。しかし，よいデザインがゴー
ルなのだろうか？私たちの多くは素晴ら
しい（great）デザインを望んでいるのだ。

（Norman, 2005, p. 19）
　ノーマンは人間中心設計が「よいデザイン」

（good design）を提供できることは認めながら
も，それが改善に止まってしまうことに言及し
ている。一方のノーマンは素晴らしいデザイン

（great design）を生み出す条件を以下のよう
に語る。
　　 素晴らしいデザインは，ルールを打ち破

り，一般的に受入れられたやり方にとらわ
れず，たとえ何があっても最後まで明確な
コンセプトを推し進めることによって生ま
れるのです。（Norman, 2005, p. 19）

　ノーマンの主張の妥当性についても議論の余
地はあるが，ここでも人間中心設計を基本とし
たデザインは改善の枠組みにとどまってしまう
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と指摘されている。そして，サービスデザイン
における体験の捉え方が，ネガティブな要素か
らの改善，改良となってしまう要因は，このよ
うな人間中心設計を基盤に発展してきたためで
あると考えられる。
　さて，我々はここで指摘した「体験」の概念
の曖昧さに関する問題を，サービスに関する理
論に照して検討することで，「体験」という概
念のサービスにおける位置付けを明らかにして
いきたい。既存の議論がデザインするべき体験
を明確にできない理由は，そもそも体験という
概念に関する理論がサービスデザインに不足し
ているからである。サービスの理論を明確にす
ることで，サービスデザインが目指すべきデザ
インの対象とはどういうものなのかについて
は，次節にて議論したい。

3-2. 「共創」の概念
　サービスデザインにおけるもう一つの特徴
は，「共創」というサービスデザインのプロセ
スにユーザーを含めたステークホルダーを巻き
込むという方法論に見て取れる。共創をサービ
スデザインの基礎と位置付けるStickdorn等は
以下のようにその必要性を語る。
　　 顧客をサービスデザインのプロセスの中心

に位置付けると，おそらくいくつもの顧客
グループが存在し，各グループの希望や
ニーズは異なるという現実が見えてくるで
しょう。さらに，サービスの提供に際して
は，現場の第一線で働くスタッフや後方業
務に携わる従業員やマネージャーなど，多
様なステ—クホルダー（利害関係者）のこ
とを考慮しなければならないし，（中略）
つまり，個々のサービス案には，大勢の登

場人物やいくつもの顧客グループ，そして
さまざまな従業員やインターフェースが関
わってくるのです。したがってサービスデ
ザインで，サービス案を検証し，意思決定
を進めて行く際は，顧客や他のあらゆるス
テークホルダーの力を結集しなければなり
ません。（Stickdorn & Schneider, 2011, p. 
38） 

　サービスには様々なニーズを持つユーザー，
そして利害関係を異にするサービス提供者など
多様なステークホルダーが存在する。共創とい
う方法論の大きな目的は，それらのステークホ
ルダーの足並みを揃え，「力を結集」することで，
統一感のあるユーザー体験を提供することにあ
るといえよう。
　しかし，このような説明に対する疑問は，こ
の共創の結果として，ステークホルダー同士が
どのような関係性を持つに至るのかが曖昧にさ
れたままという点である。上記の引用は，ステー
クホルダーが力を結集することによって，何ら
かの統一感のある体験をデザインするとき，彼
らの間には理想的な調和が実現されていること
が前提のように読める。実際，既存の文献に
は，共創を行うステークホルダー間の矛盾や緊
張に対する言及はほとんど見られない。このよ
うなネガティブな要素は議論から排除されてい
る。そして共創による理想的な調和の副次的な
メリットとして，デザインされたサービスに対
する所有感や愛着の向上，顧客とのパートナー
シップ，円滑なコミュニケーションの実現など
ばかりが着目され明記されている。
　多様なステークホルダーが，共創という過程
を通して，どのようにこのような調和に達する
ことができるのか，その問題は議論されていな
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い。多様な声を持ったステークホルダーが，何
らかの一つの声に還元されていくのだろうか? 
もしそうではないとすると，多様な声は多様性
を保持したまま，どのように統一感のあるサー
ビスを提供するのだろうか? 
　ステークホルダー間の多様性を認識している
にも関わらず，それが考慮されない議論や，そ
れを消し去った言説は問題であろう。多様性を
内包するステークホルダーの間には，本来埋め
ることができない矛盾や緊張が存在しているは
ずである。もちろん共創によってステークホル
ダーが自身を変革し，全く新しい視点を獲得す
るということもありうる。しかしながら，その
ような変革による調和が成功したとしても，最
終的なデザインは多々の矛盾を孕んだものに帰
着せざるを得ない（Yamauchi, 2014）。調和を
前提とし，ネガティブな要素に関する記述を排
除するような理論によって，結果的に共創とい
う概念は宙吊りにされてしまう。
　この問題は，共創という概念が持つ，もう一
つの曖昧さによって，より強調されることにな
る。その曖昧さとは，共創の相手が，客なのか
従業員なのかという問題である。サービスデザ
インでは，まず客との共創が重要であることが
示唆さる。その上で主張の多くが従業員なども
含む，多様なステークホルダーとの共創という
議論に置き換えられてしまっている危険性があ
る。つまり，客は一人のステークホルダーとし
て，従業員と同列に置かれてしまう。このこと
自体は問題ではないが，サービスデザインで客
にとっての統一的な体験をデザインの対象とす
るとき，客自体も一人のステークホルダーとし
て，調和の中に取り込むことは本当に可能だろ
うか? そのような保証はどこにもない。また，

それが望ましい状態かどうかも明確ではないの
である。

Ⅳ. 相互主観性としてのサービス

4-1. 主観性と相互主観性
　これまで，「体験」と「共創」に関する理論
的な問題を議論してきたが，これらの問題は
サービスに関する前提の曖昧さから生じてい
る。そこでサービスとは何かという議論から始
めなければならない。
　利用者にとってのプロダクトや情報システ
ムを対象としていた従来のデザインにおい
て，そのデザイン理論の前提は利用者の主観性

（subjectivity）であった。つまり，利用者はプ
ロダクトやシステムの前に立って，それを見て
使う。そのときの利用者の「体験」とは，それ
が彼らにとってどのように感じられるのか，と
いう主観性の問題である。
　一方で，サービスデザインはサービスをデザ
インの対象として位置付けている。サービスは
プロダクトやシステムとは根本的に異なり，利
用者は相互行為に参加し，一緒に価値を産み出
すとされている。したがって，サービスとは相
互主観性（inter-subjectivity）レベルの事象で
ある。つまり，利用者が客体を見て利用すると
いう主観性レベルの枠組みではなく，サービス
は相互行為によって構築された，相互作用とし
て考えられなければならない。
　一般に相互主観性を主観性に基づいて説明す
ることは困難である。つまり，一人の人が何を
見ているのか，という主観性から出発してしま
うと，その人が見ているものと他の人が見てい
るものがどのように一致するのかという相互主
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観性レベルの事象を説明することは原理的に難
しいのである。例えば，サービスの文脈で一人
の客と一人の提供者を想定した場合，客が主観
性の水準で見て感じて考えていることと，提供
者が同じく主観性の水準で見て感じ考えている
こととに分けて議論してしまうと，その間でど
のように相互理解が達成できるのかを説明する
ことができない。その結果，それらの人々が何
らかの先験的な構造を共有していると説明する
しかなくなってしまう。
　相互主観性に関する理論においては，初めか
ら相互主観性を前提として議論しなければなら
ない。例えば相互行為に関する理論がそうであ
る。相互行為は，客が主観的にどう感じている
かや，どう考えているかなどは脇に置いておい
て，客が自分の理解をどのように相手に示すの
か，そして同様に，提供者はそれをどう理解し，
どのように客に示すのかという過程として捉え
られなければならない（Garfinkel, 1967）。こ
のとき，客も提供者も相手が何を見て感じ考え
ているのかは知り得ない。知り得るのは，それ
がどのように示されているか，ということだけ
である。つまり，サービスが相互主観性レベル
の事象である以上，それは自分の理解を相手に
示し合うという相互行為の過程によって達成さ
れている，と捉えて議論すべきなのである。

4-2. 「体験」を乗り越える
　以上を踏まえると，サービスデザインにとっ
て「体験」はデザイン対象としてはふさわしく
ないと結論付けられる。なぜなら，既存のサー
ビスデザインにおける「体験」の概念は，ある
利用者が目の前のサービスを見て利用するとい
う，主観性が想定されており，これはサービス

のような相互主観性レベルの事象をデザインし
ていく上の前提として問題がある。
　サービス提供者が，主観性を前提に，利用者
の視点で，彼らが何を見て感じているのかを理
解しようとすると，確かに使いにくさ，一貫性
のなさなどのネガティブな要素がまず主題化す
るだろう。故に，デザインするべき「よい体験」
とは，そのようなマイナス要素を排除したもの
ということになり，サービスによってそれを実
現することが客のニーズを充たし，満足に繋が
るという既存のサービスデザインの理論に帰着
するのである。
　この理論の問題点は，サービスにおける「体
験」を取り上げる際に，すでにそれを体験して
いる主体が措定されているところにある。つま
り，利用者がどういう人で，どうあるべきかと
いう，本来は解決することのない根源的な問い
が，利用者を，ニーズが充たされることで満足
を感じる存在であると措定することで解決済み
にされてしまうのである。
　この言説は逆転させる必要がある。まず主観
性があって，その主体が見ている客体があるの
ではなく，まず相互主観性があって，そこから
主体が生じると捉えなければならない。つま
り，サービスとは，主体が形成され獲得される
過程であって，すでに固定化された主体が客体
によって満足させられる活動ではない（山内, 
2015）。
　サービスに関して特にこのような主体の形
成を主題化して議論しなければならないのは，
サービスにおいて，参与者の価値が重要な要素
となっているからである。サービスの価値を議
論するとき，主観性を前提とするのであれば，
主体が客体を一方的に価値判断することにな
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る。しかし，サービスを相互行為として捉えれ
ば，サービスの価値は様々な主体が絡み合うも
のであり，それぞれの主体の価値の提示が問題
となる。提供者が自らのサービスの価値を高い
ものとして提示するとき，それは自分自身の価
値が高いと提示しているのと同義である。そし
て，そのように提示されたサービスに対して，
客も自分がそれに見合うだけの価値があるとい
うことを提示することになる。このようにそれ
ぞれの人の価値が問題となる限りにおいて，そ
の人がどういう人なのかが問題となる（山内, 
2015）。
　するとデザインの対象としてのサービスは，
主体にとっての客体として捉えるのではなく，
主体が形成され，獲得される過程ということに
なる。主体が形成されるためには，主体が試さ
れ，否定され，提示され，承認されなければな
らない。ここで，サービスデザインにおいて，
人間中心設計がふさわしくないという根本的な
理由が判明する。
　人間中心設計は，ノーマンの議論に依拠する
と，利用者にとってサービスをわかりやすくし，
ストレスをなくし，利用者をエンパワーすると
いうことになる（Norman, 2004）。もしこのよ
うにストレスがなく，わかりやすい，ユーザフ
レンドリーなサービスを一方的に与えられたと
すると，それは利用者の主体を形成し，獲得す
るための相互行為から排除していることを意味
する。このような場合でも，利用者は与えられ
たものに対して，何か文句をつけることや，そ
れを賞賛することで自己を提示することはでき
るだろう。しかし，提供者にとっては，そもそ
もその利用者がどういう人なのかは事前に解決
済みであり，相互行為による理解（主体の獲得）

の対象とはみなされていないのである。
　前述したように，人間中心設計では「よいデ
ザイン」を生み出すことはできるが，「素晴し
いデザイン」を生みだすことができないとノー
マンは主張していたが，ここまで議論を進めて
くれば，その素晴しいデザインというものが，
サービスの文脈ではどのような性質のものなの
か理解することができる。ノーマンは素晴しい
デザインを生み出すためには，ルールを破り，
常識をくつがえすことを示唆していた。相互主
観性の観点で，ひとたびルールや常識に反する
ことが提示されると，それをどう理解し，どう
応対するのかが問題となる。例えば，レストラ
ンでこれまでの常識をくつがえすような革新的
な料理が出されたとき，客は単にそれを喜んで
食べるだけでは済まされない。客はそれを理解
できること，どう理解するのかを示さなければ
ならない。端的に言うと，利用者に挑戦し，利
用者を試すようなサービスが必要となるのであ
る。

4-3. 「共創」に向き合う
　共創の概念に関する問題も，主観性を前提と
して捉えられることによって生じていると考え
られる。多様なステークホルダーがそれぞれの
利害を持っている，という捉え方は主観性レベ
ルの問題である。よってそれらの利害が一致し
ないのは当然である。それでも，客にとって
の体験を「一つにする」（Polaine et al., 2013, p. 
39）ことを目指す以上は，この利害を一致させ
ることを試み，もちろん完全に利害が一致する
必要はないが，少なくとも何らかの折り合いを
つけていかなければならない。そこで「共創」
や「参加」の概念が持ち込まれ，それにより折
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り合いをつけることが期待される。このような
主体と主体の折り合いとなると，相互主観性レ
ベルの理論でなければ説明ができない。共創に
よる折り合いの過程が議論されていないという
問題はすでに指摘した通りであるが，主観性レ
ベルの理論にとどまると，それは利害の一致，
不一致という枠組みに単純化することでしか語
れないのである。
　しかし，相互主観性の観点から共創を捉えれ
ば，より詳細な分析，議論が可能になる。相互
主観性レベルでの共創では，人々が自分の利害
をどのように示し合うかが争点となる。この利
害の提示には緊張や矛盾がつきものであるが，
人々は相互行為の中で，利害の違いを理解し，
そしてその理解を提示しながらそのような緊張
や矛盾に対処していく。相互主観性レベルの視
点を持てば，そういった過程を分析することも
可能である。
　参加により調和が実現されるという単純な前
提に立って共創を議論することで，ステークホ
ルダーの多様な声が一つの声に還元されるとい
う「モノローグ」を目指してしまう危険性があ
る。このモノローグと，それぞれの声が互いに
還元されることなく，互いに挑戦しながら，緊
張感を持って関係しあうという「ダイアローグ」
は全く異なる概念である（Bakhtin, 1963）。も
ちろん，既存のサービスデザインの言説が明示
的にモノローグを前提としていると主張してい
るわけではない。利害が異なる多様なステーク
ホルダーの存在はもちろん認識されている。し
かし，参加という概念を経由することによっ
て，矛盾，緊張，衝突などのネガティブな言語
は排除される。そしてその結果としての円滑な
コミュニケーション，所有意識や思い入れ，統

一などが強調されることで，ダイアローグとい
う多声的な関係性が単純化され消去されてしま
う。
　サービスデザインにおいて，モノローグを前
提とすることは明らかにいくつかの問題を生み
出している。まず一つには，ステークホルダー
の一員として客を捉えて共創の概念を適用する
ことで，その声を他のステークホルダーの声と
同様に一つに還元してしまっていることが挙げ
られる。これは人間中心設計の前提に従えば，
受け入れがたいことである。では他の全ての声
を客の声に還元していくということになるだろ
うか。しかしそれもいくつかの問題を生む。ま
ずそもそも客自体が決して一様な一つの声では
ない。客も多様であり，さらに客は他の客とも
関係している。客一人一人の多様性を重視する
こと，特に数値やデモグラフィックな情報に還
元しないことを主張するサービスの人間中心設
計の理論において，それは無視することのでき
ない事実である。そうすると，一体どのような
声に還元すれば良いのだろうか? 
　問題はもっと深い。仮にある客の声に全ての
声が還元されたとしても，それはその客にとっ
て何を意味するのだろうか? それは他人を自分
に奉仕させるということに他ならない。厄介な
ことに，そのようなサービスは客のことを本当
に考えているかのように見えてしまい，客もそ
れを歓迎する傾向にある。しかしながら，その
ようなサービスは，一方的な奉仕である限りに
おいて，相互行為を排除する方向に向かう。
　従業員の声をある一つの声に還元すること
も，サービスの魅力を減じる結果となりかねな
い。たしかに，客にとっては一つの組織が一貫
したサービスを提供することは望ましいことか
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もしれない。しかし，それを重視するあまり，
従業員が，独立した声をもたず，組織の一員と
してのアイデンティティだけを動力にサービス
を提供するロボットになってしまっては，客に
とってそれが魅力的でないことは明白であろ
う。
　また，一つの声に還元した上で，客に対して
個性を持って対応するようにと表面的に従業員
に指示したとしても，それは自己矛盾であるだ
けではなく，実際にそれほど効果はないだろう。
たしかに，一貫性のないバラバラなサービスに
よって，客にストレスだけを与えてしまうのは
問題であるが，それを避けるために，人々が自
分の声を失うことは本当に望ましいことなのだ
ろうか。実際に我々がレストランレビューサイ
ト食べログのデータを分析したところ，「緊張
感がある」とレビュアーが言及している鮨屋や
フランス料理店の方が，そうでないところより
も店の「雰囲気」そして時には料理の「味」の
評価までもが高くなる傾向が確認できた（Sato, 
Ohshima, & Yamauchi, 2015）。 
　やはり，サービスデザインではダイアローグ
を前提として議論する必要がある。共創とはそ
のような声同士のぶつかりあいであって，声を
消去することではない。サービスデザインは調
和を目標とするのではなく，むしろ矛盾や緊張
を前提とした関係性をデザインしなければなら
ない。人間中心設計においては，人間を中心に
据える。しかし，特定の人を中心に据え，それ
以外の人をその中心に従属させることは避けな
ければならない。

Ⅴ. おわりに

　本稿では既存のサービスデザインの言説の理
論的な前提にひそむ問題を議論した。特に，サー
ビスデザインが中心的概念として位置付ける

「体験」と「共創」の二つの概念に焦点を絞り，
これらの概念は主観性を前提とする人間中心設
計の考え方を引き継いだものであり，それがデ
ザインの対象がサービスとなる際に抱える，多
くの問題を示した。サービスは相互主観性レベ
ルで捉えられなければならず，そのためには「体
験」や「共創」の概念も検討し直さなければな
らないのである。
　本稿は通常語られるサービスデザインの革新
性から議論を開始したが，本来サービスデザイ
ンはさらに大きな革新性を持っている。サービ
スデザインを，そのデザインの対象が，個々の
タッチポイントから，タッチポイントをつなぎ
あわせた一連の体験全体に移っただけ，と捉え
ていては，サービスデザインの可能性は限定さ
れてしまうだろう。サービスをデザインの対象
にすることは，全く新しいデザイン方法論を必
要とすることを意味する。
　サービスデザインは学際的に研究され実践さ
れるべきであるという認識はもはや常識となっ
ている。しかし，サービスデザインを実践し研
究するデザイナーのコミュニティと，サービス
自体を研究し，理論を構築する社会科学者のコ
ミュニティ間の協業は未だ十分であるとは言え
ない。本稿は，サービスデザインの言説を，社
会科学の観点から検討したものであり，両者間
の協業の第一歩であると言える。そしてもちろ
んこのような協業は調和ではなく，ダイアロー
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グとして理解されなければならない。
　本稿で提示した議論は，批判的なものに留ま
ることによって，それもまた批判されることは
免れない。本研究の次の段階では，相互主観性
としてのサービスをどのようにデザインするべ
きか，さらに踏み込んでそのデザイン方法論を
議論しなければならない。そして，サービスデ
ザインの実践を通して，今後そのような理論が
深化していくことを期待する。
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