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　経済のサービス化、問題の複雑化、情報技術の発展を背景に、イノベーション創造の仕組み

の変容が求められている。まず、経済のサービス化によりサービスビジネスが拡大し、サービ

ス・ドミナント・ロジック (Vargo & Lusch, 2004) が提言された。イノベーションの対象は、

従来の単独製品から、サービスを顧客や提供者などの価値共創を含むサービスシステムとなっ

た。また、問題が複雑化し、セキュリティや IoT といった科学のみで答えられないグレーゾー

ンの存在 (Weinberg, 1972) が指摘されている。問題解決のためには顧客や多様なステークホ

ルダーを巻き込むイノベーション創出の仕組みが必要であろう。さらに、情報技術が産業の基

盤として進展し、産業間をつなぐ新しいビジネスが急激に誕生している。これらの変化は我々

の生活に影響を及ぼし、人々の思考変容・行動変容、社会制度の変容を促す。そのため、顧客・

提供者・多様なステークホルダーを含む統合的なサービスシステムのデザインが求められてい

る (Sawatani, 2016)。

　このような状況を打破するために、人間中心視点で問題を捉えるデザイン思考 (Sawatani, 

Kashino & Goto, 2016) や、デザイン思考を適応したサービスシステム創造の方法論として

サービスデザインが注目されている ( 澤谷 , 2015)。本書では、すでにサービスデザインを取

り入れ、新しい価値を創造している先進企業の現状を報告する。 

はじめに
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サービスデザイン
　サービスデザインとは何か？それは顧客の切実な要
求「カスタマーペイン」を発見し、ビジネスや組織を変
化しペインキラーとなる新しいサービスシステムをデザ
インすることだ。このようなサービスを提供することに
よって、企業は収益を得る。つまり、サービスデザイン
は、顧客とビジネスにとって欠かすことのできないもの
だ。Service Design Network (SDN) を主宰する Birgit 
Mager は、サービスデザインを以下のように定義してい
る。
“Service design aims to ensure service interfaces 
are useful, usable, and desirable from the client’ s 
point of view and efficient and distinctive from the 
supplier’ s point of view.”
　 ま た、 サ ー ビ ス 研 究 を リ ー ド す る Arizona State 
University の Center for Services Leadership で は、
以下のとおり。
“Service design is focused on bringing service 
strategy and innovative service ideas to life by 
aligning various internal and external stakeholders 
around the creation of holistic service experiences 
for customers, clients, employees, business 
partners, and/or citizens.”

　サービスデザインとは、「人間中心の視点からサービ
スシステムを創ること」、そのためには、人間中心のメ
ソドロジーとしてデザイン思考の導入が基礎となる。つ
まり、顧客や提供者、その他のステークホルダー（以下
では、これらを合わせてアクターと呼ぶ）の視点で、サー

ビスから得る価値や受容・提供のために行う活動である
サービスシステムを創り出すことだ。
　サービスシステムとは、アクターやアクター間のやり
とりを示すシステム、具体的には、顧客から見たサービ
スを受ける活動であるカスタマージャーニーマップと、
従業員の活動であるサービスブループリントを統合した
ものだ。サービスシステムは、調達・流通などのパート
ナーやその他のステークホルダーを含むエコシステムで
あるビジネスモデルも含む。

　日本の状況を見てみると、サービスデザインの認知度
は十分ではなく、誤解もあるようだ。例えば、以下のよ
うに考えていないだろうか？
• サービスは、現場で解決するものだ。
• 顧客体験の向上ばかりに目を向けると、ビジネスに

悪影響がでる。

　サービスは、現場だけではなく、組織を変化して新し
い仕組みで提供する組織的な活動だ。重要なのは、サー
ビスデザインは顧客に接するフロントラインの組織デザ
インに留まらず、経営戦略にまで関わるという認識だ。
現場には、顧客から得られたさまざまな改善案が存在す
る。現場の改善活動で実施できる事も多くあるだろう。
しかしながら、大きな方向転換が必要な場合には、これ
まで実施してきた方向性をどのようにトランスフォー
メーションするのか、組織のマネージャーやトップマネ
ジメントがリードする。結果として、企業の戦略やミッ
ションまで変わるという大きなインパクトが出る可能性
を持っているのが、サービスデザインだ。

サービスデザイン概要
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　サービスデザインの導入の目的によって、企業のトラ
ンスフォーメーションの範囲（従業員・顧客・企業の思
考や行動の変容）やビジネス成果が異なる。今回の調査
では、以下の視点でサービスデザインを取り入れている
先進的な企業にインタビューした。

• 企業でどのようにデザイン思考やサービスデザイン
を活用しているか？それらを導入するきっかけ、目
的はなんだったのか？導入はどのように進められた
のか？ 

• 導入における課題は何だったか？それらをどのよう
に解決したのか？

• 導入の結果、何が変化したのか？

　サービスデザインを導入することによって、企業がど
のようにトランスフォーメーションするのか調査した結
果、戦略・組織といった広範囲の変容との行動レベルの
変容における共通点が浮かび上がってきた。まず、デザ
イン思考やサービスデザイン導入の目的は、全社レベル
の変容を促すものと、部門レベルの変容に止まるものが
存在した。前者は「攻め」の取り組みであり、後者は「
攻め」あるいは「守り」の取り組みと言える。

　次に、代表的な組織モデルを以下に示す。SAP のイノ
ベーションセンター、GE Digital 等は分離型の新規事業
組織を構成、その他、各事業部横断、事業部内にデザイ
ン組織を持つ形態が存在する。

調査概要

図 1. 導入の目的

図 2. 導入のための組織モデル



 　7　

戦略・組織レベルの変容
●トップのコミットメント
　以下は、今回訪問した企業のデザイン思考やサービス
デザインの取り組み状況の概要である。　これらの先進
企業では、トップのリーダーシップによるデザイン思考・
デザイン組織の導入が行われ、デザイン担当役員の設置
やデザイナーを含む専門家によってプロジェクトが実施
されている。 

●マネジメントシステム
　SAP を例にとってみると、人材採用では、ダイバーシ
ティが基本（日本では、2/3 女性、海外の採用が半分以上）、
評価指標は try した数（新規事業）であり、失敗から学
ぶことを評価する。IBM では、デザイン思考を使った
多様なステークホルダーとの共創の場合には Quick Win
等、通常の事業とは異なる評価指標を設定している。

行動レベルの変容
●技術開発から使用価値起点の問題発見
　・解決
　顧客に寄り添い共感することは重要だが、顧客のいい
なりになるということではない。顧客にとっても、本来

すべきことを追求することで、現在のやり方よりももっ
と斬新な方法で現在の状況を革新できるかもしれない。
顧客も企業も少し高い視座、広い視野で問題発見し、技
術を融合することによって問題を解決しイノベーション
の創出を目指す。

サービスデザイン導入後の姿
　最後にこれらの導入後の企業の姿はどのようになって
いたのか。今回訪問した先進企業において、「そもそも
何が問題か」という問題発見から初めて、外のリソース
も活用するオープンイノベーションで問題解決を行うプ
ロセスが定着してきていた。

調査概要

表１. 取り組み状況概要

図 3. 導入後の問題発見・解決プロセス




