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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さ
せ，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(1)（SDN） を 主 宰 す る Birgit 
Mager は，サービスデザインを次のように定義している。

“Service design aims to ensure that service interfaces 
are useful, usable, and desirable from the client’s point 
of view and effective, 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，次の
ように定義している。

“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.”

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ことも多く
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。

まず，サービスデザインの流れを簡単に振り返ってみ
よう。1990 年頃から始まった初期のサービスデザイン
研究は，他のデザイン領域との関係を踏まえた上で，サ
ービスデザインと既存のデザイン領域の違いを強調して
いた。その後，米国，欧州を中心に，他のデザイン領域や，

マーケティング，マネジメント，エンジニアリングなど
関連する多様な領域の研究開発成果の集積により基礎づ
くりが始まった。

デザイン領域では，インターフェースからインタラ
クションのデザインへと研究開発領域が拡張されてき
た。インタラクションデザインおよびユーザー中心設
計（UCD: User Centered Design），人間中心設計（HCD: 
Human Centered Design）では，主に製品のユーザーイ
ンターフェースやその使用によるユーザーエクスペリエ
ンス（UX: User Experience）を総合的にデザインする。
一方，サービスのインタラクション研究開発では，それ
らの成果を基礎とし，ユーザーだけではなく多様なステ
ークホルダーを対象に，役割の再設計など組織に関する
マネジメント要素も研究開発対象とする。

さらに，サービスサイエンスや製品サービスシステム
（PSS: Product-Service Systems）をベースに，研究開発対
象はサービスシステム，サービスライフサイクルへと拡
張されてきている。このようにサービスデザイン研究は，
1990 年以来インターフェースからインタラクション，
ユーザーエクスペリエンス，サービスシステムの総合的
なデザインへと研究領域が拡張されてきた。

こうした学問分野の発展の一方で，サービスデザイン
をサービスとして提供するデザイン会社やコンサルティ
ング会社が次々と設立され，サービスデザインそのもの
がビジネスとして立ち上がってきた。2004 年にはグロ
ーバルに活躍するサービスデザイン会社が中心となり，
サービスデザインの普及啓蒙のための国際機関である
SDN が設立された。日本においても，2013 年に SDN 日
本支部が開設され，デザイン領域の実務家・研究者が協
同し，サービスデザインは理論と実践の共創へと新しい
フェーズへ移行しつつある。

これらの変化の背景には，経済のサービス化がある。
2004 年 12 月にアメリカ競争力評議会がブッシュ政権に
提出した報告書イノベート・アメリカ，通称パルミザーノ・
レポートでは，その問題の解決のために分野融合による
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サービスサイエンス創出の必要性が提唱された。Vargo
らによってサービス・ドミナント・ロジック (2) が提言され，
サービスを産業の枠を超え「顧客と提供者による価値共
創」と定義した。現在世界の研究者・企業人を巻き込み，
サービスイノベーションを支える知識基盤の構築と人財
の育成を目指し進められている。

2000 年以降，経済のサービス化が加速してきた。サ
ービスビジネスが拡大し，イノベーションの対象は，従
来の単独製品から，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。従来型の製造業にとっても
ビジネスモデルの変革が迫られる事態となっている。そ
ういった状況の中，これまで製造業においてイノベーシ
ョンの原動力であった研究開発が，サービスイノベーシ
ョンに対しても貢献することが期待されている。そのた
めには，サービスシステムを創造し，事業化，そしてサ
ービスイノベーションを持続的に進めていくための仕組
みを生み出していくことが重要であろう。新しいサービ
スシステムを生み出すサービスデザインは，もはやサー
ビス業だけに価値をもたらすのではない。

製造業のサービス化の事例としてSAPを取り上げよう。
創 業 1972 年，ERP（Enterprise Resource Planning） 成
功後のイノベーションのジレンマ的状況をデザイン思考
で克服し，シリコンバレーでスタートアップと肩を並べ
るまでに成長を続けているドイツ企業である。デジタル
エコノミーの到来に危機感を持つ SAP 創業者 Plattner が，
IDEO の David Kelley の書いたデザイン思考の記事に出会
ったことが契機となり，2004 年に d.school を共同で設
立した。デザイン思考を戦略に埋め込み，研究開発に導
入し，事業部に展開し，創業当時の顧客との共創，顧客
視点の原点に戻るための共通言語としたのだ。

新規事業は，「ERP を破壊するビジネスを考えよ」とい
うテーマで学生たちとワークショップを実施したことか
ら始まった。顧客が求めているのは，ERP プロダクトの
提供ではなく，彼らの「データに基づいてリアルタイム
に意思決定ができるプラットフォーム」ではないかと思
い当たった。物を作って顧客に売るという物中心の思考
から，顧客が本来求めていることに立ち返り，顧客とと
もにサービスシステムを共創するサービス・ドミナント・
ロジックへ移行した瞬間だった。

サービスシステムというと抽象的に感じられるが，表
舞台と裏舞台として考えてみよう。たとえば，表舞台は
銀行のカウンターであり，顧客接点があり顧客とのイン
タラクションが実施される場所である。一方，その後ろ
には，取引される資産，承認者，IT システムなどのバッ
クエンドのシステムなどの裏舞台がある。前後すべてを
サービスシステムととらえて，デザインするのがサービ
スデザインだ。サービスデザインの対象は，ものだけで

はなく，人や情報，プロセス，IT システム，顧客，パー
トナー企業，制度，社会など幅広い。

サービスシステムを創造するためのポイントとして，
リフレーミング (3) を取り上げる。新しいサービスシステ
ムを創造するためには，リフレーミング，枠を外して考
えることが必須である。特に，新しいサービスシステム
を創造するためには，エンジニアが既存の枠をいかに超
えられるかが鍵になる。枠を広げるポイントは３つだ。

まず，テクノロジーの定義だ。ブライアン・アーサー
は，テクノロジーを「目的を達成するシステム」と定義
した (4)。テクノロジーの対象は，物質だけではなく，組織・
行動・論理に基づく非物質的なものを含む。また，ピー
ター・ティール (5) によると，「ものごとへの新しい取り
組み方，より良い手法はすべてテクノロジーだ。」という。
技術をサービスシステムのデザイン手法や組織・価格戦
略と広く捉えることによって研究開発の対象が広がる。

次に，顧客視点による問題解決だ。つまり，今までの
境界を顧客やパートナー企業まで広げ，アウトサイドイ
ンの思考によって問題を発見し，それらを解決するため
に，技術を統合した新しいサービスシステムを創造する。
また，新しいサービスシステムの事業化のためには，時
には組織内外のリ・デザインやミッションの見直しも必
要となる場合がある。単に新しいサービスシステムを考
案するだけではなく，それを提供するための組織作りに
もいかに柔軟に取り組めるかが問われている。

最後に，サービスイノベーションのためには，オープ
ンイノベーションが鍵である。企業の枠を超え，弱い連
結を促進することによって，多様な組織を結びつけ，知
の探索効果・価値伝搬のメカニズムを向上させる。グロ
ーバル企業において，真に求められる製品やサービスを
創造するために，多様なステークホルダーを取り込み，
価値共創を促進させることが重要であろう。

大規模で複雑なサービスシステムに関するビジネスに
おいても，基本は人間中心，人と人との結びつきが原点で
ある。研究開発を始めビジネス関係者が，多様な人々と出
会い，今までの枠を超えて未来を創造し，サービスイノベ
ーションをドライブしていくことが求められている。
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