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魅力的なサービスを生み出すサービスデザインとデザイン思考の潮流

活動概要

ユーザにとって魅力あるサービスを
創出することは，多くの企業にとって
重要な課題です．人間中心デザイン，
UX（User Experience）デザインといっ
た考え方が，そのために有効なアプ
ローチであることはよく知られていま
す．本アプローチでは，サービスを利
用するユーザを深く理解し，そのニー
ズに基づいてアイデアを発想し，素早
くプロトタイピングを行い，その評
価 ・ 改善を繰り返します．こうした
サービス開発の方法論には，体系化さ
れているものも数多くあります．しか
し，実際に魅力的な，こころを動かす
サービスを具現化するためには，手法
をそのまま適用するだけでは十分では
ありません．ユーザの状況や反応，そ
の時々の目的に応じて，さまざまな手
法を適切に選択 ・ カスタマイズして，
デザインを完成させていくことが必要
となります．

NTTでは，研究所を中心にこうし
た方法論やその実践ノウハウを長年に
わたり研究 ・ 蓄積しています．NTT
アイティのこころを動かすICTデザイ
ン部は，こうした方法論 ・ ノウハウを
活用したコンサルティングサービスを

提供する専門の組織です．さまざまな
方法論を目的に応じて使い分け，人の
こころを動かすICTサービスの創出に
つなげています．本稿では，NTTア
イティで実践するいくつかの方法論を
紹介します．

ターゲットユーザの理解

ターゲットユーザを深く理解するた
めに，ユーザのいる現場に赴き，デー
タを収集し，現場で起こっていること
を分析 ・ 理解するエスノグラフィ調査
や，ユーザの深層心理を明らかにする
ためのインタビュー調査を行っていま
す．こうした調査は，ユーザ理解のた
めの王道の手法といえますが，表層的
なユーザの発言に惑わされないために
は，緻密なデータの解釈，分析が必要
となります．例えば，M-GTA（Modified 
Grounded Theory Approach）という
方法論を活用し，ユーザの発言に逐一
ラベルを付けて構造化していく，丹念
な分析作業が必要となる場合もありま
す．私たちが過去に同手法を用い，
ICTサービスを利用するユーザの心理
をモデル化したもの（NARUTOモデ
ル）を図に示します．このモデルは，
底面は「ICTサービスを限定的な使い
方しかしないから知識が広がらない．

知識が広がらないから自信をつけられ
ない．自信がないからサービスに興味
が持てない．興味が持てないから限定
的な使い方しかしない」，という負の
心理連鎖を示しています．周囲の 4 つ
の要素「他者の支援」「利用 ・ 学習機会」

「成功体験」「有効性 ・ 魅力の情報」が
負の連鎖を断ち切り，上面の正の心理
連鎖へと向かわせる鍵を握っていま
す．このように，人の行動 ・ 考えを左
右する本質的な要因を見つけ出すこと
ができれば，これをサービス開発に活
かすことが可能となります．実際に，
モデルを基にサポートサービスをデザ
インし，ネットを毛嫌いしていたシニ
アに提供したところ，驚くようなポジ
ティブな変化を見せた事例も観察され
ています．

なお，こうしたモデルを 0 から構築
するには多大な時間を要します．その
ため，既存のモデルや過去に調査した
ユーザデータを活用するなど，調査や
その分析には極力時間をかけず，次の
ステップであるアイデア創出，ソリュー
ション探索に進むケースも多くありま
す．そうしたケースでは，創出された
デザインの「評価」のプロセスを重視
することで，サービス開発のプロセス
全体を通してユーザのニーズをとら
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魅力的なサービス創造のための方法論

NTTアイティでは，人が魅力を感じるサービス創造のためのコンサル
ティングサービスを展開しています．本稿では，こころを動かすICTデザ
イン部が実践するサービスデザインのための方法論の一端を紹介します．
インタビューやその結果の解釈，アイデア発想やその評価において，考慮
すべき点について言及します．
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え，サービスを洗練化させていきます．

アイデアの発想

魅力的なサービスは，ユーザのニー
ズから一意に導かれるものではあり
ません．時に，思考を飛躍させた斬
新なアイデアが求められます．「ICT
デザインゲーム」「クロスバウンダ
リー手法」は，ユーザのニーズを出発
点にしてアイデアを発想する効果的
な手法です．
■ICTデザインゲーム

ICTデザインゲームは，スカンジナ
ビア発祥の空間デザインの手法を，
ICTサービスのデザインに応用したも
のです．発想に特定の方向付けを行う

「強制連想法」の一種で，ユーザ調査
などで抽出したサービス利用者のニー
ズと，事業領域や技術を強制的に掛け
合わせて，サービスアイデアを発想し
ます．例えば，「痩せたいので運動し
たいが，長続きしない．スポーツジム
などにお金はかけたくない」という，
節約志向のニーズに対し，「保険」と
いう事業領域を掛け合わせることで，

「運動して健康になるほど保険料が安

くなるサービス」などのアイデアが創
出されます．

また，ICTデザインゲームは，アイ
デア発想を複数人で行うことを前提と
し，各参加者の創造力を活かすための
工夫が埋め込まれている点にも特徴が
あります．具体的には， 1 人ずつ順番
に発言権を移していき，前の人のアイ
デアをベースに次の人がアイデアを膨
らませていく，などの各種ルールが導
入されています．

ルールは，複数の参加者の「多様性」
を活かすことを志向しています．人は
1 人で物事を考えると，慣れた思考手
段をとることが多く，結果として局所
解に陥る傾向にあります．そこで，人
それぞれが得意な思考方法を実践し，
共有できる仕組みを用意することによ
り，多様な視点が組み合わされ，良い
解決策に到達する可能性が高まりま
す．本手法は，アイデア発想に慣れて
いないメンバでも参画が可能で，ブレ
インストーミングと比較しても，より
多くの，具体的でバラエティに富んだ
アイデアを創出できることが分かって
います．

■クロスバウンダリー手法
クロスバウンダリー手法は，この多

様性の幅をさらに広げるためにNTT
アイティが開発した手法です．具体的
には，さまざまなバックグラウンド ・
価値観を持つ人を，アイデア発想を行
うメンバとして選び，メンバ自体に多
様性を持たせます．例えば，「移動を
楽しむための新たなサービス」を創造
したい場合，鉄道マニア，タクシーを
日常的に利用するナイトクラブの接客
業従事者，移動で人目を気にする必要
のあるアイドルなど，多方面の人を交
えたアイデアセッションを設けます．

サービス開発を行うプロジェクト
メンバは，強い「想い」を抱えている
ケースが多くみられます．その想い
は，プロジェクトの推進力となる一
方，強い思い込みとなって既成の概念
を超えられない事態を招くケースが
あります．プロジェクトメンバとは大
きく異なる文化 ・ 価値観を持つ人を
アイデア発想メンバとして迎えるこ
とは，そうした既成概念を超えるため
の仕掛けとなり，常識的な発想の範囲
を超えて，斬新な着想にたどり着く可
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図　ICTサービスを利用するユーザの心理モデル “NARUTO”
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能性を高めます．

サービスアイデアの評価

サービスの構想がある程度固まる
と，そのアイデアを素早く可視化した
うえで，評価 ・ 改善するフェーズに入
ります．サービスが最終的にユーザに
受け入れられるためには，ユーザが
サービスのどこに魅力を感じるか，利
用に障壁はないかをきちんと検証し，
必要に応じて粘り強く改善することが
重要となります．そのため，NTTア
イティでは評価の段階を特に重視して
います．

ターゲットユーザにインタビューを
行い，実ユーザから直接フィードバッ
クをもらう評価方法は，一見すると単
純に見えますが，実際に正しくユーザ
の意見を吸い上げ，改善に反映させる
ことは簡単なことではありません．な
ぜなら，同じユーザに同じサービスを
提示したとしても，質問の仕方や回答
時のユーザの心理状態など，さまざま
な要因により，得られる反応が異なる
からです．例えば，イベント推薦サー
ビスの構想について，利用したいかど
うかを評価するインタビューを実施し
た過去の事例では，ある男性から次の
ような反応が得られました．
「いいんじゃないかな？　段々自分

で探すのも億劫になってくるし，チャ
ンスがあればその中で，“じゃあハイ
キングいってみようか”とかね」．とこ
ろが 5 カ月後に，同じインタビューを
同一の男性に行ったところ，「操作が
面倒くさいなっていうのとね，細かい
のを指で追って，目もだんだんね，（略）
やや面倒だっていう感じがするね」と
ネガティブな反応が返ってきました．

このように，構想段階においてサー
ビスの評価を行う場合，ユーザの声
だけをそのまま受け取って善し悪しを

判断することには危険が伴います．
ユーザの声をいかに解釈するかが重要
となります．具体的には，ユーザが何
に着目して評価を下しているのか，そ
の理由に耳を傾け，改善へのヒントを
探ることに注力します．先の事例の最
初の回答では，ユーザはサービス構想
自体に着目していましたが， 2 度目
は，自分が実際に操作を行う点に着目
していた点が大きな相違点です．つま
り，サービス構想自体にポジティブで
あれば，実際にサービスを利用してい
ただける可能性はありますが，その前
提条件として，操作を容易にし，操作
に対する不安を取り除くことが必要と
いえます．

こころを動かすICTデザイン部で
は，的確にユーザの声を収集するため
に，「 3 段階受容性評価法」と呼ばれ
る手法を開発し，質問方法自体も工夫
しています．同手法では，サービス構
想に意見を求める質問の前に，ニーズ
の存在を確認するための質問，サービ
スの利用状況を明確化するための質問
を行います．サービス構想にネガティ
ブな反応が得られた場合，その理由を
解釈するためには，そもそもニーズが
存在しなかったのか，それとも実現方
法が利用状況に合っていなかったのか
を特定する必要があります．こうした
質問方法の工夫による，的確な評価結
果の収集により，サービス改善に役立
つ多くの示唆を得ることが可能となり
ます．

今後の展開

本稿では，魅力的なサービスを創出
するための方法論の一端を紹介しまし
た．ユーザが魅力を感じるサービスを
デザインするためには，ここで紹介し
た方法以外にも，さまざまな手法 ・ ノ
ウハウがあり，ユーザの状況や反応，

市況，企業の戦略を見極めながら，試
行錯誤を繰り返しつつデザインを完成
させていきます．こころを動かすICT
デザイン部は，実践経験の豊富なUX
デザイナ，開発経験の豊富な技術者，
人間特性に詳しい研究者など，異なる
専門性を持ったメンバで構成されてい
ます．各人の専門分野の知識とさまざ
まな手法を組み合わせ，人のこころを
動かすICTサービスのデザイン創出を
支援しています．

今後も， 1 人でも多くの人が魅力を
感じられるサービスを世の中に送り出
し， 1 人でも多くの人に喜んでいただ
けるサービスを展開していきたいと考
えています．

（後列左から） 天野  健太/ 濱口  菜々/  
 福岡  　曜（右上）

（前列左から） 齋藤  千夏/ 中谷  桃子

私たちは，サービスを使う人の気持ちや
行動など，人の視点に立つことを重視して
サービスをデザインしています．コンシュー
マ向けサービスに限らず，業務システムや
業務フローなども，人の視点でデザインす
ることが重要です．サービスがどうも使い
にくい，魅力的でないなど悩みをお持ちの
方，ぜひ一緒に，人の視点からサービスを
改良し，こころを動かすICTサービスをデザ
インしましょう．

◆問い合わせ先
NTTアイティ
	 こころを動かすICTデザイン部
TEL	 045-651-7601
FAX	 045-651-7648
E-mail　ict_design ntt-it.co.jp


