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ユーザを感動させるエポックメイキングなサービス創出への挑戦

人間中心のサービスデザイン

魅力的なICTサービス，つまりユー
ザが使いたくなり，また使って楽しい
サービスを生み出すことは，NTTグ
ループにとって重要な取り組みです．
魅力的なサービスを創出するための方
法論はサービスデザイン（1）と呼ばれ，
近年，先進的な企業で高い注目を集め
ています．NTTサービスエボリュー
ション研究所はサービスデザインに
関する研究として，サービス創出の
プロセスおよび具体的な手法に関する
研究を進めるとともに，支援ツールや

各種ガイドラインの研究開発に取り組
んできました．2020年に向けてサー
ビスデザインの重要性はますます高ま
ります．
サービスデザインのプロセスと対象
領域を図 １に示します．人間中心の
サービスデザインは，人間を深く理解
することから始まります．特にサービ
スを利用すると想定されるユーザの
ニーズを推定することが重要です．そ
のために対象となるユーザの生活スタ
イル，価値観，趣味，ICTサービスへ
の態度などを観察やヒアリングで明ら
かにします．またサービスによっては，

それが利用される環境や社会的背景を
理解する必要もあります．
これらのヒアリング結果を基に，次
はサービスコンセプトを創出します．
ここではサービス創出の参加者が優れ
たアイデアを創出することが求められ
ます．ワークショップなど，さまざま
なアイデア創出手法を用います．人・
社会の理解で得られたデータを題材と
して，アイデアの断片を多数出し，そ
こから徐々に絞り込んでいきます．
ユーザをもっともよく理解しているの
はユーザ自身であることから，ユーザ
にサービスデザインの初期から参加し
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図 1 　人間中心のサービスデザインと主な対象領域
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り，そのためにユーザを深く理解する必要があります．本稿ではサービス
創出のプロセスと，NTTサービスエボリューション研究所が注力するデザ
イン領域を示し，ユーザの理解とサービスイメージ可視化の具体例を示し
ます．さらにガイドラインを整備した事例として，Webユニバーサルデザ
インの取り組みを紹介します．
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ていただく，ユーザ参加型デザインの
アプローチを採る場合もあります．こ
こで生き残ったコンセプトを，サービ
スイメージとして徐々に具体化してい
きます．例えば３コマ程度のマンガで
ストーリーを描く手法を用います．そ
してターゲットユーザとなり得る方々
にインタビューを行い，サービスが
ユーザのニーズに本当に合致している
かを確認し，ニーズに合致していない
場合はアイデアを修正します．サービ
ス開発者が考えたアイデアが，ユーザ
のニーズに合致しておらず，そのサー
ビスを使いたいと思っていただけない
ことはしばしばあります．それを避け
るために早い段階でインタビューを行
い，アイデアとニーズを合致させてい
く必要があります．このようにユーザ
ヒアリングを重ねながら徐々にアイデ
アを精緻化してくことで，ユーザが欲
しいと思う魅力的なサービスが生まれ
てきます．
開発すべきサービスが明確化する
と，次は具体的なサービスを設計しま
す．このとき画面遷移，ユーザインタ
フェースなどのデザインが，使いやす
さに大きく影響します．そこでユーザ
特性に関する各種ガイドラインを整備
し，使いやすいサービスを実現するう
えで考慮すべき点をまとめています．
開発中のサービスは，可能な限り
ユーザ評価を実施し，想定どおりに
ユーザが利用できるかを確認します（2）．
使いにくい点，悩みやすい点などが
あった場合は，その点を解消するよう
にユーザインタフェースを修正する必
要があります．サービス開発が進んで
からの修正はコストが増加するため，
なるべく初期の段階，例えば画面仕様
を検討中に，ペーパープロトタイピン
グなどの手法で評価することが望まし
いです．NTTサービスエボリューショ

ン研究所はサービスデザインのター
ゲット領域としてこれまでコンシュー
マ向けに注力してきました．今後はさ
らに2020年に向けたWeb2020などの
おもてなしサービスや異業種との協創
によるB2B2Xサービス創出に向けて，
サービスプロセスをより発展させると
ともに，ターゲットユーザの特性を
蓄積，ガイドライン化に取り組んでい
きます．また，NTTグループ全体で
サービスデザインの強化に取り組むた
めの支援体制を確立していきます．

ユーザ理解に向けた調査手法

人間中心のサービスデザインでは，
ユーザの特性を理解しておくことが
重要です．そのための手法として，こ
こでは行動観察とインタビューを紹介
します．
■行動観察
行動観察は，エスノグラフィーと呼
ばれる，社会学の調査法に基づいてい
ます．ユーザのいる場所に入り込み，
一連の行動を観察し，なぜそのような
行動をとったのか，その理由を推測す
るとともにそこからユーザが潜在的に
求めるニーズや価値観，課題を導き
出す手法です．ここでは外国人観光
客を対象とした行動観察の例を紹介し
ます．
この観察では，外国人が人や物と接
触したときの前後に注目して，仲間や
街の人との対話など特徴的な行動を幅
広く見るようにしました．行動観察で
は，一見当たり前の行動にも注意を払
い，先入観を持たずに観察するのがポ
イントです．観察で気付いたことは時
間やそのときの周囲環境とともにノー
トなどに記録していきます．ここで
ユーザがとった行動そのものである
「事実」と観察者が解釈した「仮説」
を混同しがちですが，明確に区別して

記録します．
外国人を観察した結果，ユーザは購
買行動の前後に興味深い行動をとるこ
とが分かりました．例えば築地の寿司
店では，訪れた外国人観光客は単に食
事をするだけでなく，シェフが調理し
ている様子をショーとして楽しんだ
り，店員や周囲の客との会話を期待す
ることが分かりました．また，外国語
が得意ではない店主が寿司のウンチク
を語るため，タブレットにイラスト入
りの食材説明を用意しているなどの工
夫も観察できました．今回の行動観察
では，訪日外国人観光客は日本人に
とっては当たり前のことや，日本人と
の何気ないコミュニケーションに楽し
みを見出していることが分かりました．
■インタビュー
インタビューはさまざまなやり方が
ありますが，ユーザの過去の経験をス
トーリーとして語っていただき，そこ
からニーズや課題を抽出する場合が多
いです．ユーザを深く知るためには，
あらかじめ定めた項目を聞くだけでな
く，そこで出てきた興味深いエピソー
ドについて，そこで何を感じたか，な
ぜそのような行動をとったのか，同じ
ように感じた場面がほかにあるかなど
を多少脱線しても構いませんので，詳
細に聞いていきます．また，質問をす
る場合は，はい，いいえで答えられる
質問だけでなく，より多様な答えが得
られるような質問をすると良いでしょ
う．例えば，「居酒屋に行って楽しかっ
たですか」ではなくて「居酒屋に行っ
て感じたことを何でも教えてくださ
い」と質問するほうが，その後のイン
タビューにつながります．
ここでは，外国人の生活実態を把握
するために，日本在住の外国人と旅行
中の外国人にインタビューを実施した
例を紹介します．日本在住の外国人に
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は，日本へ興味を持ったきっかけ，日
本への印象がどのように変化してきた
か，最初の訪日時および今の生活など
を中心にインタビューして，日々の生
活とそこで感じたことを明らかにしま
した．一方，旅行者には，主に旅行中
の行動とその背景にある考え，習慣な
どを中心にインタビューし，旅行者の
行動とそこで感じたことを明らかにし
ました．例えば，「コンビニなどに行っ
ても，パッケージが自国と同じもので
ないと中身が分からないため購入でき
なかった．コンビニのおにぎりも買え
なかった」という発話から分かるよう
に，日本人には当たり前のことで，外
国人が不便を感じていることが分かり
ました．
これら行動観察とインタビューを組
み合わせてデータを集め，興味深い点
やそこから推定されるニーズを整理す
ることで，自分たちがステレオタイプ
として思い描いていた外国人像ではな
く，事実に基づいたリアルな外国人を
理解できます．例えば，今回の行動観
察で外国人は日本人と比較してスマー
トフォンを屋外で使っていないことが
観察されました．そこでインタビュー
を実施し，「スマートフォンは日本に

持ってきているが，回線費用が高いの
で通信契約をせず，ゲストハウスなど
の無料Wi-Fiスポットでしか使ってい
ない」ことが明らかになりました．そ
こで例えばサービスと無料Wi-Fiを組
み合わせると，外国人に訴求力の強い
サービスとなる可能性があります．こ
のように得られたデータは，サービス
が想定するユーザ像を構築したりサー
ビスのアイデアを発想する手掛かりと
して用いることができます．

動画ナビットさんのサービス
デザイン

サービスデザインの具体例として，
NTT西日本が2014年10月よりトライ
アルを開始している「動画ナビットさ
ん」（３）の事例を紹介します．
このサービスは，NTT西日本の提
供するSTB，「光BOX＋」の利便性向
上を目指して開発されたもので，ス
マートフォン・タブレット上で動画を
音声入力により検索し，その検索結果
を光BOX＋を介してTVへ表示し，大
画面での動画閲覧を可能にするもので
す．NTTの持つ，音声対話で検索条
件を絞り込むことができる「音声対話
プラットフォーム技術」と，スマート

フォンやタブレット，TVといった異
なるデバイスのスクリーンでも適切に
表示できる「マルチスクリーン技術」
を組み合わせ，動画検索の操作数を減
らし，すぐに観たい動画と出会い，TV
の大画面で迫力のあるYouTube動画を
楽しめるサービスを実現しました．
NTTサービスエボリューション研
究所はコンセプト創出，アイデアの可
視化，プロトタイプの評価について支
援を実施しました．まずターゲットと
なるユーザ像に近い関係者複数名にヒ
アリングを行い，生活背景やニーズを
調査しました．それを基にミニワーク
ショップを通じて３つのサービスアイ
デアを創出しました．そしてユーザヒ
アリングを実施し，ニーズの確認，サー
ビス利用状況の有無，サービスアイデ
アの是非を評価しました．その結果を
基にアイデアをブラッシュアップし，
最終的に1つのコンセプトを創出しま
した（図 ₂）．そこからさらにアイデ
アの具体化を進め，サービス利用シナ
リオやユーザインタフェース案（図 ₃）
を導出しました．出来上がったプロト
タイプについてもユーザ評価を実施

図 2 　サービスコンセプト
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し，使いにくい点の洗い出しや改善提
案を行い，トライアル開始をサポート
しました．このようにサービスデザイ
ンの初期段階から評価を繰り返すこと
で，ユーザがTVに対して持つ「手軽
に動画コンテンツを見たい」という
ニーズにこたえた，使いやすいサービ
スが誕生しました．このようなプロセ
スは時間と費用がかかりがちですが，
今回は最低限の調査を短い期間で進め
ることで，開発期間が大幅に伸びるこ
とを防ぎました．

Webユニバーサルデザインの 
取り組み

ユーザの理解を進めることで，ユー
ザの特性に合わせて情報を提供するこ
とができます．これまで私たちは，高
齢者・障がい者を含むさまざまな特性
を持つ人に，情報を分かりやすく伝え
るWebユニバーサルデザインの研究
とガイドラインの作成に取り組んでき
ました．Webコンテンツは，さまざま
な環境で，さまざまな機器を使ってさ
まざまな方に利用されています．情報
のかたちは1つではありません（図
４）．子どもには簡易な表現に，シニ
アには大きな文字で表現することが
できます．さらに，音声読み上げソ
フトを使えば，Webの情報を音で表現
することができます．Webコンテンツ
を工夫すれば，ユーザに合わせてさま
ざまな表現に変更することができるの
です．
Webに限らず，ICTサービスには，
情報の表現を柔軟に変更できるという
特長があります．ユーザに合わせて表
現を変えれば，ユーザにとってはより
使いやすく，より魅力的なサービスに
なっていきます．
私たちはガイドラインの作成に先立
ち，さまざまなサービスのユーザ評価

を行い，ユーザ特性に関する知見を
集めました．ユーザ特性にはユーザ
の身体的な特性だけでなく，生活スタ
イル，価値観，趣味，ICTサービスへ
の態度などが含まれます．得られた
ユーザ特性に基づきガイドラインを
作成し，サービスデザインを行う方々
に役立てていただいています．
高齢者・障がい者など，情報の利用
が困難な方を対象としたサービスでは
誰にでも使えることが重要です．ガイ
ドラインを利用することで，そのよう
なユーザに使えるサービスが生まれる
ことが期待されます．また，得られた
知見をWeb2020への活用にも取り組
んでいきます．

今後の展開

今後もNTTサービスエボリュー
ション研究所では，使いたくなる，使
いやすい，使い続けたい，使って楽し
いICTサービスデザインの研究に取り
組んでいきます．人にやさしいデザイ
ンにより，分かりやすく魅力的なサー
ビスを提供して，生活や業務をより楽
しく便利にしていきます．
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図 4 　ユーザに合わせたICTサービスデザイン
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魅力的で使いやすいサービスを創る第一
段階は，使う人の気持ちになって考えるこ
とです．皆様がサービスやユーザインタ
フェースデザインを検討する際に，ここで
紹介した手法やガイドラインを簡単に適用
していただけるよう推進していきます．
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TEL	 046-859-8701
E-mail　universal_ux_design lab.ntt.co.jp


