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1. はじめに

「サービスデザイン」としづ言葉が定着し，それを掲

げた研究や実践が多くなされるようになった今日，そ

れらを 1つに集約し体系化して議論することは困難に

なりつつある．この事態はサービスデザインの普及が

それなりに成功しつつあるとしづ事実がある反面，そ

の独自性がわかりにくくなっているということでもあ

る．例えば，サービスデザインは人間中心設計の考え

方に基づいていると言われ，そのデザイン方法は，デ

ザインエスノグラフィ，ペルソナ，ラヒ。ッドプロトタ

イピング，参加型ワークショッフ。など従来から使用さ

れてきたものが多く，サービスデザイン特有のものだ

とは言い難い．また，カスタマージャーニーマッフ。や

サービスブループリントなどの新しいツールが，従来

の人間中心設計の延長としてデ、ザイナーのコミュニテ

ィに定着すればするほど，サービスデザインの独白性

はわかりにくくなってしまう．これではサービスデザ

インを提唱する人々が，ユーザーの体験を包括的にデ

ザインすると主張したとしても，人間中心設計を実践

してきたデザイナーからすれば，「それは自分たちがず

っとやってきたことだ」ということになってしまうだ

ろう．

サービスデザインは，単に個々のタッチポイントか

ら体験全体に対象を広げただけで，デザイン方法論は

人間中心設計と変わらないのだろうか？多くのサー

ビスデザインの教科書は，し、くつかの違いを指摘する

だろうが，概ねこの質問に「イエス」と答える．しかし
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ながら，我々のこの間いに対する答えは「ノー」であ

る．サービスをその対象としたとき，デザイン方法論

は根本的に考え直さなければならない．サービスデザ

インは独自のデザイン方法論を持っているのだ．

そこで本稿では我々のサービス研究に関する理論的

視座から，人と人との相互行為によって織り成される

サービスをデザインする上で，思考の転換と新たな方

法論の必要性を素描したい（山内，佐藤 2016）.ゆえに

今日語られているサービスデザインに関する一般的な

概念に対し，疑問を投げかけるような論調になってし

まうことは避けられないだろう．しかし，本稿に現状

のサービスデザインを否定する意図はない．むしろ，

サービスデザインの実務家や研究者が，その革新性を

より明確に語ることができるようにしたいと考えてい

るのである．実際，力強いサービスを生み出している

実務家は，明確に言葉にできなし、かもしれないが，本

稿で説明するデザインの新しい方法論を実践している

だろう．その革新性は安易に従来の言説に還元してし

まうべきものではなく，解放しなければならない．本

稿の狙し、もそこにある．

2.既存のサービスデザイン

2.1 サービスデザインの成立背景と基本的4既念
本題に入る前に，まずはサービスデザインが発展し

てきた背景や，既存の概念について振り返ることから

始めたい．その上で，我々が主張するサービスにおけ

る相互主観性の理論が，それらの基本的な概念とどのよ
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うに開系し，問題となるのカ説明していくこととする．

経済の中心がプロダクトからサービスへとシフト

し，製造業や販売業などの業態も自らの事業をサービ

スと捉え直す動きが定着しつつある．このサービスを，

デザインの視点から捉え直そうというのがサービスデ

ザインである．人間中心設計を提唱したノーマンは，

それまで利用者の視点から「デザイン」してこなかっ

た様々な物体の問題を明らかにし，利用者を中心とし

たデザインを提唱した（Nonnan20I3）.同様にサービス

デザインは，これまでデザインが対象としてこなかっ

たサービスとしづ領域に，実績のあるデザイン方法論

である人間中心設計を導入してきた側面がある．

現在ではサ一ピスデ、ザ、インの教科書といつた位置づ、

けで

基本的には人間中心設計を踏襲している．例えば『耳IIS

IS SERVICE DESIGN THINK別G』ではサービスデザイ

ンにおける基本的な概念として，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

クな視点といった5つが挙げられている（Stickdomand 

Schneider2011）.同様に， Polaine等による『サービスデ

ザイン』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の重要性が強

調されている（Polaineet al. 2013) . 

このように，「ユーザー体験J，「共富山といった概念，

そしてそれを貫く設計思想として「人間中心設計」が

サービスデザインの基本的前提として浮かび上がって

くる．そこで、，次にこの「ユーザー体験」，「共創」とし、

った概合、がどのように語られているか，上述の 2冊の

暫普を中心にもう少し具体的にみていくこととする．

2.1.1 「体験Jの概念

サービスデザインのキーワードの lつがユーザー体

験のデザインであるとすると，それは同じく体験をデ

ザインの対象としてきたインタラクションデザインや

uxデザイン等と，どのように異なるのだろうか．以下

の引用がその問いに答えている．

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． {Polaii問 etal.2013,p.151) 

私たちの日常生活を取り囲む全てのサービスは，そ

こに関わる人々やモノとのインタラクションの連続で

構成されている．そのようなサービスをデザインしょ
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うとするとき，その接点 lつ Iつを個別にデ、ザインす

るのではなく，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点が新しさとして

指摘される．そして顧客は全体としてサービスを体験

し，その全てがし、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（Polaineet al. 2013）.つまり，ユ

ーザーのコンテクストやフローを考慮した，顧客体験

全体をデザインすることが求められているのである．

このように，ユーザーの体験を各々のタッチポイン

トにおける「点」として捉えるのではなく，一連のシー

ムレスな「線Jとして捉える考え方の転換や，それを実

現させるための手法を模索してきたことが，サービス

デザインにおける lつの革新性で、あるとされている．

2.1.2 「安鴇リ」の1既念
この一貫性のある体験全体をデザインする際に推奨

されるのが，そこに関わる人々全てを巻き込んだ「共

創」としづ概念である．サービスドミナントロジック

などで言う「価値」の共創（co-er，田tion）とステークホル

ダーが参加した「サービス」の共同生産（co-production)

は厳密には異なるが，共創は後者の意味も含めて用い

られている．

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 f人々j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. (Polαineetα,f. 2013, p. 48) 

個々のサービス案には，大勢の登場人物ゃいくつも

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． したがってサーピ、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 and Schneider 

2011,p. 38) 

個々のタッチポイントを分断することなく統一感の

あるデザインを行うために，そこに関わる様々な立場

の従業員，そして顧客やユーザーもその創出のフ。ロセ

スに巻き込むことが，サービスデザインにおけるもう

lつのキーワード，「共創」として示されている．この

共創というプロセスを経ることで，一貫したサービス

のデザインを実現するだけではなく，デザインされた

もの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とし、っ

た副次的なメリットも期待できるとされている．
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2.2 体験を共創するサービスデザイン

ここまでの議論を踏まえると，サービスデザインと

いう行為は，サービスにおける「ユーザーの体験全体」

をデザインすることを目的に，そのサービスに関わる

人々を巻き込んだ「共創」のフoロセスを理想像として

語られていることがわかる．官頭でも述べた通り，サ

ービスが経済において重要性を増すにつれ，その創出

を目指すとし、う実践的な文脈や，そのためのツールを

研究するなどといった方向’性で、サービスデザインに関

わる人々の立場は多様になりつつある．それに伴って，

サービスデザインに対する基本的な認識やアフ。ローチ

もまた様々であると考えられる．一方で，ここまで確

認してきたような基本的な概念に対しては大きな反論

が展開されることもなく，一定の理解が構築されつつ

ある．

しかしながら，官頭でも述べた通り，本稿ではこれ

らの概念が実際には深く議論されないままサービスデ

ザインが進められている危うさと問題点を，サービス

の理論的視座（山内 2015）から指摘していく．

3.サービスデザインへの問題提起

3.1 主観的な「体験jの問題

既に確認した通り，サービスデザインは個々のタッ

チポイントのみに捉われることなく，ユーザーの体験

全体を考慮することをその特徴として掲げている．し

かし，サービスとしづ事象をデザインするとき，プロ

ダクトやシステムを対象としてきたデザインとの違い

は本当にそこだけなのだろうか．また，デザインの結

果として実現されるべき「体験」とは一体どのような

ものだろうか．

既出の書籍において，サービスにおけるネガティブ

な体験は，不愉快な接客，サービスプロセスの一貫性

のなさ，使いにくいインターフェースなどといった事

例で語られている．しかしその一方で，デザインすべ

き体験は，それらを排除した「ポジ、ティブな体験jとし

てしか定義されていない．ネガティブな体験を排除す

るというだけでは，サービスデザインが可能にするも

のも現状のサービスからの改善にとどまることにな

る．

そもそもユーザーの主観的な「体験」としづ概念を，

サービスを議論する際に持ち込むことには理論的な問

題がある．そしてこの根本的な過ちが，サービスデザ

インの中心にユーザーにとっての「ポジティブな体験J

としづ抽象的な概念を据えざるを得なくしている原因

である．本来，人と人とが関わるサービスというプロ

セスは終始，相互主観的なレベルの事象で、あり，それ
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を議論する際，主観的な視点から出発してはならない

のである．このことを順を追って説明していこう．

サービスがプロダクトやシステムの利用と根本的に

異なるのは，ユーザーがその活動の一部として共に価

値を創造するというところにある．価値共創（valueco・

creation）という今ではよく知られたサービスの基本的

前提がそのことを示しているように，サービスという

行為はそこに関わる人々の相E行為の連続として構築

され価値が生み出されていくはずである．主観性を前

提とするということは，ある主体（客やデザイナー）が

ある客体（サービス）を見て，主観的にその価値を判断

するとしづ枠組みを受け入れるということである．こ

の客体（サービス）の中に主体が含まれている時点で，

この枠組みは石断定してし、る．

ここを読み違え，ユーザーの主観的な視座から話を

進めてしまうと，ユーザーが客体をどう理解し使うの

かという視点になり，ユーザーにとってわかりやすく，

喜ばしいものをデザインすればよいということになっ

てしまう．その結果，何らかのポジティブな体験とい

った暖昧な概念をデ、ザインの対象として据えざるを得

なくなるのである．また，そのようなポジティブな体

験の実現をデザインの目的として，その達成を目指す

ということは，ユーザーとしづ主体を提供者側が予め

措定することに繋がる．つまり，そのユーザーがどの

ような人であるか，とし、う根本的には解決しない問題

を，サービスの改善を通じた「ポジティブな体験によ

って満足を得る存在」としてうやむやにし，デザイン

の前提にしてしまっているのである．

これは多様なニーズ、を持つユーザーに対してフレキ

シブルに対応せよ，としづ類の主張ではない．繰り返

すようにサービスとし、う事象にはユーザーもそのブロロ

セスに内包されている．そして人と人とのインタラク

ションという相E主観的な次元でその意思を示し合

い，合意を形成し合いながらその価値を創出していく

のである．サービスをデザインするという際にも，私

たちはそのことを念頭に置かなければならないはずで

ある．

3.2 調和を目指す「共創」の問題

ここまでの議論を踏まえると，もう lつのキーワー

ドである「共創」（あるいは共同生産）としづ概念、の危

うさも透けてくる．サービスデザインにおいて，立場

や時には利害関係の異なるステークホルダーを巻き込

むことが推奨されていること崎正に確認済みである．

しかし，もしもこの共創のフ。ロセスの帰結が利害の

一致やコンセンサスの獲得だとするならば，やはりそ

れは多数の声を lつに集約した調和を良しとする固定
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観念であると言わざるを得ない．調和のもとデザイン

されたサービスが素晴らしいものであるとし、う保証は

どこにもない．それどころかむしろユーザーや関係者

という主体をここでも集約された lつの前提として措

定してしまう可能性すらある．

確かに統一感のある一貫したサービスフローを実現

するために，そこに関わる人々の協調がある程度必要

となるのは理解できる．しかし，そのような協調が実

現されたとしても，それは多数の声を lつに還元した

モノローグ的なもので、はなく，それぞれの声が互いに

緊張感を保ちつつ関係し合うダイアローグ的（Bakhtin

1963）なものとして捉える方が自然であろう．そしてそ

のような関係性がそのままサービス現場に持ち込まれ

る可能性も，私たちは十分に理解しなければならない

はずである．

共創にまつわるこれらの問題提起は，既存のサービ

スデザインにおける議論がモノローグを前提としてい

るとしづ主張や，数多く実践されているであろうこの

ような共創の場を経験的に調査した結果からの主張で

はない．しかし，この「共に創るJとし、う魅力的な言葉

の響きに惑い，それを経由することで，本来そこにあ

るはずの矛盾，緊張，衝突などといった側面があたか

も簡単に排除されるかのような言説には注意が必要で

ある．また，共創とし、う概念を使うにしても，そのプロ

セスにどのような意味があるのかについて，今一度，

注意深く議論しなければならないだろう．

3.3 人間中心設計を乗り越える
上述した問題があまり議論されない理由の lつは，

サービスデザインが「人間中心設計」という従来のプ

ロダクトやシステムを対象としたデザインの理論を無

批判に踏襲しているからであろう．ユーザーの期待に

応える，ポジティブな体験を提供する，といった形で、

それに対応しようとすればするほど，相五主観的なサ

ービスにおいては，ユーザーをはじめそこに関わる

人々を，あたかもモノであるかのように，所与のもの

として措定せざるを得なくなってしまうのである．こ

の意味では人間中心という思想についても転換が必要

になろう．

これは決して「人間中心」という考え方が間違いで

あるとしづ主張ではなく，サービスとしづ相互主観的

な事象における「人間」というものを考慮してサービ

スをデザインするにはどうすればよいか，今一度聞い

直しが必要ではなし、かとしづ指摘である．

このことは，人間中心設計を立ち上げ提唱してきた

ノーマン自身の人間中心設計に対する批判を確認する

ことで明確になる．人間中心設計は，ユーザーにとっ
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てわかりやすく，ストレスがなく，自分がコントロー

ルしている感覚を与えるデザインを導くことを目的と

する．しかしその後，エモーショナルデザインの概念

によって，それを完全に否定することになる．人間中

心設計では良い（good）デザインは生まれるかもしれな

いが，素晴らしい（great）なデザインは生まれないとい

うのである（Norman2005, p. 19). 

ノーマンがこのエモーショナルデザインの事例とし

て挙げているものの多くが，サービスの事例であると

いうことは留意するべきだろう．例えば，アパレルの

ディーゼルの店は外から見て威圧的で，暗く商品を見

にくい上に，音楽がうるさく落ち着いて買い物ができ

ないようにデザインされている．この記述のすぐ後で，

ノーマンは次のように言う．

人間中心のデザインを実践している者にとっては，

顧客のために犠くということは，不満や混乱や無力感

などから解放することである．顧客自身が支配し権騒

があると感じさせることである．だが，賢い販売員に

とっては，この正反対が正しい． 的orman2004,p.122) 

つまり，サービスにおいては，人間中心設計の正反

対が正しいということになる．相互主観性の観点から

言えば，客が価値を見出すのは，自らが同一化したい

と考えるような場で，何らかの自分を他者に示すこと

である．しかしこのような自分は，その客にとっては

単に満足した主体ではなく，むしろ現実の自分を否定

し，新しい自分を獲得するような形のものなのである．

ここで客が「脱中心化Jされる．つまり客とは確固とし

て中心のある主体ではなく，否定され，ずらされた動

きそのものである．

これを言い換えるとサービスをデザインするとき，

ユーザーが価値を見出すような文化を作り上げる必要

があるということになる．ユーザーは自分の日常と完

全に一致するような文化には価値を見出さないだろ

う．ユーザーは自分がよく知る日常の文化ではなく，

よく知らず自分が不安にさらされるような文化に価値

を見出すのである．その瞬間に客はその文化の中で，

不安を抱いたまま何らかの脱中心化された自分を示そ

うとするのだ． ディーゼ、／レの店に威圧感があるのはそ

のTこめである．
我々が主観性の前提に立つならば，このような威圧

的なデザインは意味をなさない．単に一人のユーザー

が主観的に望ましいと思うものが，一方的に与えられ

ればL、いのである．しかし，相互主観性の前提に立つ

ならば，そのユーザーは既にサービスという事象に巻

き込まれていることに留意しなければならない．この

状況において，ユーザーがサービスの価値を判断する
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ということは，そのサービスに含まれた自分の価値を

も判断するということにもなる．すなわち自分はどう

いう人聞かということを問うことになる．このような

サービスを実現するためには，人間中心設計とは「正

反対」の，人聞を脱中心化する設計を目指さなければ

ならない．そこで、はユーザーはサーヒ、、スの入力要素と

して既に決定されているのではなく，ずらされて，別

のものに変容していくような存在として捉えなければ

ならない．つまり，ユーザーはサービスの結果なのだ．

4.サービスデザインの実践

ここまでで，我々が考える一般的なサービスデザイ

ンの言説にまつわる問題点を主張してきた．おそらく

次の関心は，実践において相互主観的な事象であるサ

ービスをどのようにデザインすればよいか，そこに確

立された具体的な方法論はあるか？という点に移るだ

ろう．残念ながらこの間いに関して明確な答えはない

というのが現状である．一方で我々はこれまでに京都

大学デザインスクールのプログラムの一環でサービス

デザインのプロジェクトを企業と共に行ってきた．そ

れらのプロジェクトにおいて，我々は手探りではある

が本論で述べてきたサービスの理論的な前提に沿った

デザインを試みてきた

そのうちの lつにモスパーガーなどのファストフー

ドと運営する株式会社モスフードサービス様のご協力

のもと行ったフ。ロジェクト，ファストフードのサービ

スデザインがある．紙幅の都合から詳細な内容は省略

するが（活動の詳細は2015年のサービス学会国内大会

にて発表済みである），この取り組みで我々がデザイン

したのは，これまでには起こり得なかったインタラク

ションを起こすことで，そこに関わる個人が，一体ど

のような人であるかが問題となるような仕掛けで、あっ

た．それは合理性の追求のため，予測可能性，匿名性を

高めた画一的なサービスの代表格であるファストフー

ドのサービスとはE反対のコンセプトである．

プロジェクトにおいては，当然ながらユーザーや店

員がどのようにそのサービスに関わるか，またそれが

円滑に提供されるためにはどうすればよいか，といっ

たサービス全体の仕組みも議論した．その際にはサー

ピ、スブループリントやカスタマージャーニーマップな

どといったサービスデザインに関わる手法もツールと

して役立った．

しかし，やはりそれがサービスデザインの中核や革

新性であるとは思えない．我々は決して現場のサービ

スの改善，改良，またユーザーにとって具体的なポジ

ティブな体験のデザインといった議論からスタート
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し，それを目標とした訳ではない（もちろん明らかに

不快で、ネガティブなものをデザインしようとした訳で

もなし、）．あくまでもユーザーを含め，そのサービスに

関わる人々が自己を示し合う新しい相互行為の場のデ

ザインが我々の目的であった．残念ながら幾つかの理

由から結果的にこのデザインが採用されることはなか

ったが，それでも 1ヶ月近い実店舗でのトライアル期

間を通じ，実際にサービスを利用したユーザーのフィ

ードパックからはそれなりの手応えを感じることがで

きた．

無数にある選択肢のうち，我々のこのデザインが正

解で、あったと主張する訳ではないし，取り組みから 2

年近くが経過した今でも具体的な方法論を示すところ

まで、には至ってはおらず（そもそも具体的なフレーム

ワークのような方法論の確立など本当に可能であろう

かとしサ疑問もあるが，その議論はまたの機会に譲り

たし、），実践における我々のサービスデザインの取り組

みにはまだ暖昧な部分があると言わざるを得ない．し

かし，やはり相互主観的なレベルの事象で、あるサービ

スをデザインする際に，ユーザーの主観的な体験とい

う概念に捉われてしまっては，サービスデザインの今

後の発展，議論の余地は著しく損なわれることになる

ということだけは繰り返し主張しておこう．

5.おわりに

本論文では我々のサービス研究における理論的視座

からサービスデザインという営みの再解釈を試み，サ

ービスデザインにおける「体験Jや「共創」とし、った一

般的な概念が苧む問題点を浮き彫りにした結果的に

サービスデザインに対して，批判的な主張をしている

ように映ったかもしれない．しかし，それはひとえに

サービスデザインの革新性と発展の可能性を信じてい

るが故の批判である．我々が危倶しているのは，サー

ビスデザインを議論する際に，その前提となるサービ

スの理論が不足していることである．プロダクトやイ

ンタラクションのデザインから，その対象を相E主観

レベルの事象で、あるサービスへと転換するには，同様

にデザインの理論や方法論も大きく転換されなければ

ならないはずである．現状においてそのような認識な

りや議論なりが不足しているように感じる．

サービスデザインはこれまでのデザインの延長では

なく，それと「正反対」のデザインなのである．その意

味で，サービスデザインは，単に従来の人間中心設計

の方法を拡大した対象に適用することではなく，独自

のデザイン方法論を持たなければならない．

サーピソロジー
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