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くのプロガーが紀耶を引き立たせるため、あるいはただネット上の、己を卿強

するために写真を使うようになった。やがてみんなが、按理されないまま何百

枚何千枚という写典を持つようになった。

ところが､2004年の写真サイトは時代に合わせて進化を遂げていなかった。

相変わらずどこのサイトも、デジタルカメラの写典をアップロードしてプリン

トするかプレゼントにすることだけに巣Ii'していた。カメラ付抑帯ユーザ向け

のサービスは提供されておらず、写真をデジタルに共有したいだけの人へのサ

ポートもほとんどなかった．整理するには時代遅れの2祖矧の方法しかなかっ

た。フイルムロールかアルバムか。

この激流に飛び込んできたのがFlickrだった。2004年のはじめに立ち上がっ

たFliCkrはスタート当初からスタンドアローンのアプリケーションではなかっ

た。このサービスの作者たちは、成功するためには大規模なデジタル写真シ

ステムが必要だということを知っていた。じっさい、Flickrはこのシステムへ

のインタフェースとして掻場し、別々に作られた部品を辿榔させ、開かれた

巨大データベースへとまとめようとしていた。ここで汀う郁品とは、デジタル

カメラやPiCasa，iPhotoのような写典管理ソフトウェア、カメラ付挑怖と写真

付メール機能、Blogger，Typepad，WordPressなどのパーソナルパブリッシ

ングツール、写典プリントサービスなどのことだ。

Flickrは、混沌の中心にいる。しかし、このシステムを使ったことのある人

なら、麓<ほどFlickrの一貧性が高いことを知っている。これだけの擬能があ

りながらどうして破綻しないのだろうか。

Flickrは二つの明確な体験戦略によって動いており、そのことがAboutペー

ジ（図5.4）にはっきり啓かれている（http://www,flickr､com/about/)。

1.私たちは、みなさんの写典をみなさんにとって大切な人たちが利用できるよ

うにするお手伝いをします。

2.私たちは、写真の新しい帖理方法を実現したいと考えています。

Aboutページには、実に説得力のあるこの文が続く、「これを実現するため

に、私たちは写真をシステムに持ち込む手段や、そこから取り出す手段を、

できるだけたくきん期意しました。ウェプから、挽帝迩鑑から、自宅のパソ
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閃５．４FliCkrの「Abou〔」ページには、１町サイトの体験硬略の二大渓漸がはっきり蒋か

れている。

コンから、写真の整理に使っているあらゆるソフトウェアから」Flickrは、

ユーザにはこれまで不自由なく使っているツール群があることを理解してお

り、そのツールの機能を岡き換える愈向は一切ない。Flickrは、共亦の新しい

機会を提供する機能に投資を巣中したいのだ。

実は、Flickrは既存のツールの一つである写真管理ソフトウェアの機能を再

現、というより超越したいと考えていた。Flickrの背後にいる人たちは、既存

の写典管理ツールが写真をロールとアルバムでしか考えない時代巡れの方法に

縛られていることに気付いていた。デジタルカメラのユーザは何百枚、何千

枚（ときには何十万枚！）もの写典を持っているのがあたり前で、この膨大

なコレクションを、頑強なやり方で管理する必要があった。そこでFlickrは、

タグ付け、フオトセット、グループ、マップなどに力を注ぎ、独自の写典整

理方法を腿供した。AdaptivePathは全貝がMacユーザの会社だが、仙人的な

写典のコレクションを見たいときにiPhotoを立ち上げることはない。使いにく

すぎるからだ。みなFlickrにログインする。

Ｉ
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サービスが商品のようにふるまうとき

もし、今日の市蝋の製品の成功の秘映がサービスのようにふるまうことであ

るとすれば、元々サービス業界にいる企業が顧客を支援するツールを作れば優

位に立てるはずだ。残念ながら、銀行、病院、保険会社、ケーブルテレピ会

社、電力会社、どのサービスのⅧ群でも知っているとおり、そんなことはま

ず起こらない。なぜ、こういうMji客との関係を中心にデザインされているはず

の組織が、その顧客の役に立つツールをもたらすことに、こうもみじめに失敗

するのだろう。

駁略的選択

イーストマン・コダックとAppleは、サポートのためのシステムを丸々 作る必

要があった。なぜなら、利川できるものが一切なかったからだ。しかし、注Ⅱ

に値するのは、あれだけ閉じたシステムでありながら、Appleがオープンテクノ

ロジーのMP3をサポートする、という決定的な英断を下したことだ。他のポー

タブルプレーヤはMP3に対脳していたが、iPOdが発光された時点でAppleのよ

うな会社なら独自フォーマットを採川したくなることも考えられた。ソニーが

｢iPodキラー」のＮＷ,HDlを送り出したとき、ATRAC3とか言うソニーの独自

フォーマットのファイルしか使えなかった。Appleは、みんなのハードディスク

に既に山ほど荊まっていたオーディオを、ｉPodで簡単に使える必要があることを

知っていた。あの体験職略を思い出してほしい、「あなたのメディアを、いつで

も、どこでも｣。だからMP3のサポートを約束したのだ。

人々 が実際には写真をどうしたいかを知ることによって、Flickrを作ってい

る人たちは、自分たちのサービスの特徴を明確に示すために両面作鞭による体

験職略を作りあげた。この戦略に生米側わっていた浬識として、Flickrには、

ライバルのオンライン写真サイトや写真管理アプリケーションが試みたように

ひとり立ちすることはできない、ということがあった。Flickrは既存のデジタ

ル写典エコシステムの一つの部品として働く必要があった。その成功の庇合い

は、2005年にFliCkrを閲収したYahoo1が、2007年５月には同社の写典サービ

スYahoo1Photosを捨て、全アカウントをFlickrに移行すると発表したことか

らも伺える。

8〕



８４１５章「製品」をデザインしてはいけない

あるときAdaptivePathが、金融サービス機関（FinanceCoと呼ぼう）か

ら、馴客向けウェプサイトのデザイン変更を依就された。甑客がログイン

し、口座の残高を調べ、資金を移動し、株を取引し、個人年金を始めること

のできるサイトだ。ほとんどの顧客がパソコンもインターネットも使えるの

に、ウェプサイトを利用している顧客はわずか20％だった。

これからデザインするものの文脈を珊解するために、われわれは、

FinanceCoの現在の剛客15人の向宅でiMilIIIインタビューを行った。ほぼ全員

が、毎月送られてくる明細祥について不満を漏らした。明細書は不格好で

長ったらしく、わけのわからない梢報が鮪め込まれていた。誰もが般初のペー

ジにそれらしい数字があるのを見ると、安心して典りを無視していた。

顧客が何かしたいとき、たとえば倣り込みや株の脚光をしたいときは、受話

器を持って担当アドバイザーに地錯をかけていた。アドバイザーにはどんなに

小さな仕事でも頼んだ．アドバイザーはといえば、顧客との関係を掌握し続け

たい気持ちから、この仕組みに鞭ってどんなことでも喜んでやった。

われわれが観察したところ、FinanceCoはあらゆる剛客タッチボイント（業

界用語で、サービスが顧客と「接触する」場面のこと。たとえば、毎月郵送

される明細書やウェブサイト、フアイナンシヤルアドバイザーヘの電話など）

を、縦割りのサイロとして扱っていることがわかった。このため、月々の明

細智は、怖報が砧め込まれて20ページにもなっていた。大半の顧客にとって

虹要な傭報に魚点を絞り、仲細を知りたい剛客にはウェプで堀り下げるよう勧

めるというものではなかった。さらに、組織の中で明細書のデザインを担当す

る人が、ウェプサイトをデザインする人と連挑をとっていないこともわかっ

た。サイロ同志で連絡を取り合うことがないため、それぞれのサイロができる

だけ多くのサービス（製品であれば「機能｣）を提供する必要があった。その

結果、各タッチポイントに同じ機能が繰り返し作られた（図5.5)。

これがどういう意味かといえば、われわれがいくらデザインを新しくして

ウェプサイトを改善しても、その効果が他のタッチポイントの出来によって弱

められてしまうということだ。剛客が月々の腹立たしい明細需にがっかりして

あきらめてしまい、FinfmceCoとはMH〔接間わってもしかたがないという思いを

強くする限り、ウェプサイトが本来の力を発揮することはできない。顧客が

｢アドバイザーには退屈な仕ﾘＩをさせるもの」と決めてかかっている限り、

Ｉ
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ウェブサイトが期待に答えることなどできない。

われわれはFinanceCoに対して、どのタッチポイントも残らず、測和のとれ

た一つのシステムの喪紫としてどえる必妥があることを脱明したそして、コ

ダックとAppleで見てきたように、このシステムには亜妥な11的が三つあっ

た。ｌ）顧客に目標を達成させること、２】騰能をシステム内で雌も適したjル

所に移すこと。

われわれからの肋Li･の漢点は、タッチポイント令般のデザインを改め、その

際にⅧ群の体験にI言｢を向けることだった。Ｉﾘ1細ｉｌｌ:を簡略化して、Ⅷ群が知り

たいiIt喫な'|W報に絞る。アドバイザーは、株式ポートフオリオの‘i1.1111iやilIIり付

け、大型ローンなどのように人間の頭脳の助けを必要とする雌しい{|:1#のため

XIE雪

側ラーラＷｉ癖の体験は似政のタッチポイントをまたがっているしかし、組繊のサイ1」

はタッチポイントが効染的に述拙する妨げになりかねない。



８６１５単「製品」をデザインしてはいけない

にだけ呼び出されるようにする。ウェプサイトは両者の川を埋める役割を果た

す。ウェプは、非細な愉報を本当に必饗なときに見せるときに絶大な力を発

抑する。だからこれまで明細書に詰め込まれていた手に負えない内容は、オン

ラインで必要なときに呼び出せばよい。ウェプサイトは、人間を必要としない

単純作業もこなしてくれる。口座川の資金の移動、少額口座の開設などの日

常業務だ。

この作案分担によって、タッチポイントそれぞれの強みを発抑させ、タッ

チポイントにとって必要もなくふさわしくない機能を取り除いて不満を予防す

ることが可能になる。

シンフォニーかカコフォニー↑か

FimceCoの窓口担当者と議論するうちに、サービス連挑が行われない第一

の原因が、この会社の組織榔造にあることがわかった。インタラクティブ

マーケティンググループの担当者たちに、剛客体験全般にわたるデザインに

関わる必嬰があることを進首したところ、うなずいて理解はしていたが、それ

を実行に移す力がなかった。彼らは誰がＨ次明細醤を作ったのか、誰がデザ

インしたのかも知らなかった。アドバイザーとの関係を管理するチームともほ

とんど接触がなかった。彼らにあるのは自分たちに与えられた特椛一ウェブ

サイトのデザインーだけだった。しかも、現実に人が少なすぎるため、サ

イロを越えて総体的な顧群体験を滴足させるために労力を費やす術などなかっ

た。

ちなみにAdaptivePathは組織コンサルタントの会社ではない。新しい現実

に合わせて組織を変えることがきわめて難しいことをわれわれは知っている。

また、「成功するためには、組織内の馴審と接するチャネルそれぞれが、砿で

隔てられたサイロをやめて顧客体験全体に取り細む捌和のとれたシンフォニー

の一貝となる必要がある」などと口にすることが恐ろしく軽薄に感じられるこ

ともわかっている。

それでも、典の成功を目指すなら、剛客と接する窓口は残らず、塀にⅢま

れたサイロから出て、顧客体験の全体像に本飢で取り組む協調したシンフォ

↑訳推：不快な冊。

１
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ニーにな為必要がある。大企瀧で間胆なのは、効率と迎川をﾊｾ適化すあよう

な'雌になっていることで、１１りじ製ｌＩｌＷサービスを緋り返しｌＭｌｊすゐことにか

けては将にそれが顕耕だ。この柵進は、「真に砿客に向き合う組織」の笈件に

典っ向から反するものだ。製品やサービスが顧客のニーズを滴たすためには、

術に進化し続けなければならない（例5-6)。

イース1､マン・コダックとAppleが成功したﾉくきな鋤klは、染I)越えなけれ

ばならないような既存の組織批造を持ってなかったことだ。イーストマンは、

(111もないところに業界を作りあげたので、ちょうどそれに合うように組織を作

ることが可能だった。Appleは断しい分野（家髄製品とメディアの小売り）に

参入したため、新鮮なアプローチを取ることができた。これはlルIMfllIメディア

分野を支配しているような公社、たとえばソニーにはｲ《,I｢能だった。なぜな

ら、すでに確立されている業務の流れを統制する必要があるからだ。

ＶＰ

広告
ブランド
メディア

ＶＰ

戦酪
区分
分析

刷冨｡

マーケティング 総体的な願客ビューを持つ最低レベル

最高責任者’（ヒント：あ鵬り低いとは言えない）

ＶＰ

クライアント
ｺミュニケーション

月次明
Ｚこメ

３細番は
が担当

’

ＶＰ

リード生成

ＶＰ

フィールド

ﾏー ｹﾃﾝｸ゙

ＶＰ

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨプ
ﾏーｹﾃｨﾝｸ゙

顧客向け
ウェブは
ここが担当

側ラー‘このような階噛的組織lXlは、肌存サービスの提供にはｲj‘効だが、新たに気付い

た顧客ニーズに対応する際には妨げになるロ

凝りすぎてはいけない

システムをデザインしていると、何から何まで細かく決めてしまいたい衝皿

Iこかられるものだ。

１，ｔもスムーズなユーザ体験を提供するには、あらゆる艇紫を1jlI御すべきだと



８８１５京「製品」をデザインしてはいけない

孝える人もいる。しかし、忘れてならないのは、その体験の何もかもを管理で

きるわけではなく、そうするべきでもないということだ。卿和がとれて一曲し

たシステムを作ることは皿嬰だが、体験をデザインすることに閲して首えば、

喜びと横暴の境界も、全体的体験デザインと全体主義の迎いも、まきに紙一

政だ。体験も、それを助かすシステムも、デザインや技巧の凝らしすぎは禁

物だ。

「Everyware:'1,hcDawningAgeofUbiquitousComputing」の著者、ア

ダム・グリーンフィールドは、AmtrakのAcela列車サービスが、一から十ま

でIDEO社が体験をデザインしながら、結局は失敗に終ったことを綴ったエッ

セイの011で注意を喚起しているｬ。

IDEOは［鉄巡の染１１[体験］を１０のフェーズに分解した。同社によるAcela

で旅行するという概念は、顧客が列車で旅行すると決める伽から始まって

いる。駅に新いて来巾券をⅣうという儀式に始まり、目的地に到藩して別

の輸送手段に秘るまで……

この川仙iに組み込まれたいくつものⅢ提は、あまりにも密接に繋がりすぎ

ていた。次から次へと、シームレス（この言業を忘れないように）に織り

出きれ、まるで飛行機の密なフライトスケジュールのように、網の目のよ

うに組まれた接続の一か所での遅れが雪崩のようにシステム全体に影容を及

ぼしていく。うまくいったときには淵踊らしいが、どこか一つでもおかし

くなれば、全体が川蝋する……。

……デザイナーたちは、座席のリクライニング角度から、正面の標識を付

ける部分や、ほっそりとしたスタイルのユニホームまで決めることができた

に通いない－しかしそのユニホームを着る人冊の行動を決めることはな

かった。そして雌終的にはどんな体験も、その趣を決めるのはユニホーム

の中身であることの方が多いのだ。Acelaの例が体験デザイナーに弧した教

訓は、あの111純な、唯もが子どもの頃言われたことば一噸み切れないほ

ど口に頬扱るな－である。

システムがやがて退化するものであることは泌臓しておく必嬰がある。そし

て、そんな混沌が体験全体を〃ｌ壊させないようにしておかなければならない。

十．ＯｎＩｈどGruundRunnin豚睦ssonsfromExperienceD“ign.‐ＡｄｏｂｃＤ“ｉＲｎＣｍＩどr･sThink

TankMay2007．



8９

体験デザインにとって典の成功とは、すべてが計間どおり運んだときにうまく

いくかどうかではない。何かがおかしくなり始めたとき、いかにきちんと動く

かである。

そんな復元力を試す一つの方法が、システムの利用肴に足跡を残してもら

うことだ。これは、Ｗｅｂ2.0の流れの巾でも、デジタル技術以外の文脈に適用

すべき数IUIIの一つである。股終的には、継ぎ目のないシームレス環塊より

コダック：今どうしているのか

イーストマン・コダックは、’００年以上にわたって消賢者向け写典乗界を支

配してきた。カメラの人気こそI'本メーカーに嘩われたかもしれないが、フィ

ルムと現像処即の分野では'990年代にかけても巨大なシェアを維持していた。

イーストマンがデザインしたシステムは、依然「あなたはボタンを押すだけ、

あとはお任せください」という体験スローガンを送り届け続けた。

1990年代が巡むと、デジタル堺其が急速に普及した。そしてコダックの盗は

見えなくなった。コダックが、典は写典を撮る人たちの体験を湖足させられて

いなかったことがはっきりしてきた。コダックは、ジョージ．イーストマンの

教え－馴群が成し遂げたいことを理解し、それを実現するシステムをデザイ

ンせよ－を忘れていた。

コダックには、主嬰耶粟であるフィルムと印画紙を脅かすようなことに手を

染めることなど碁えられなかったのだ。その結果、デジタル耶柔への投資が不

足し、コダック社はデジタル欣命に対応することができなかった。

そしてｆ吉な前兆を感じたとき、ようやくコダックは、本気でデジタル写

真に飛び込んだ。闘森貝とデザイナーの一団を届い入れ、コダックは自社の

主要ユーザたちがデジタル写真になって直面した砿要な体験上の保題に気付い

た－写した写典をどうやってカメラからコンピュータに移動すればよいのだ

ろうか。コダックはカメラのEasySharcシリーズを発光し、たちまちのうちに

デジタルカメラのベストセラーブランドになった。それまで立派に公社を支えて

きた顧客体験折向が、mjぴ期待に答えたのだった。

しかし、再ぶのはまだ早い。デジタルカメラは、実は利帆が薄い。好調な販

売実績にもかかわらず、コダックはフィルムと印画紙で失った利益を取り戻す

ことができていない。コダックは製適会社の古典的な,MII)を犯していた。スタ

ンドアローン製品で峨新を起こしたことだ。イーストマンが残した蝉い足跡を

本当に迫うためには、デジタル写真のニーズ全体をサポートする茄新的システ

ムを作る必要があったのである。



9ｏｌ５軍「製品」をデザインしてはいけない

も、意味のある美しい継ぎ目を没け、そこで自分のニーズに合った体験にカス

タマイズできるようにするべきだ。

スチュワート・ブランドは、その著替「HowBuildingsLeam」で、あら

ゆる建物は予言であり、予言はすべて間違っている、と言っている↑・同じこ

とが、あらゆるデザインされた物についても言える。しかし、ここから巡命勘

に導かれる必要はない。われわれが作る建物も製品もサービスも、何かがおか

しくなったときのことを椴えずにデザインされ、使われている。彼はまた、不

確実性に順応できるものを作る際に段も重要なのは戦略を持つことであり、叶

画が予言に選づいたものであるのに対して、職略は予知不能なほど変化する条

件に噸応するようにデザインされているという＄。２章で、体験中心の戦略の

亜要性を強綱したことを思い出してほしい。このように明瞭な考え方を持って

いれば、新しい環境になっても、みんなを共通の目標に誘導することによって

うまく対応することができる。

システムこそが製品だ

ここでの顛要なメッセージは、デザイン間遡に取り組むとき、自分が製I品

やサービスやシステムを作っていると思ってはいけない、ということだ。ま

ず、デザインしたい体験から始め、それができてから初めて、その体験を実

現するための饗素を決めていく。

こうすることによって、股も望ましいアプローチが、もっと大きなシステム

へのインタフェースを作ることなのだと気付くはずだ。これは、そのシステム

が自分のデザインしたものであっても、既存の製品を自分の体験に組み込んだ

ものであっても同じことだ。イーストマンは、コダックカメラを使って、写真

という複雑なものをiW単に使う手段を提供するシステムをデザインし、そのた

めに現像とプリントという力仕珊を工珊に委ねた。Appleは、メディアを楽し

むためのインタフェースを複数用意しているが、どんな場面でもユーザが困惑

することのないように砿噸されている。FinanceCoも、金触サービスへのイン

タフェースを複数〃j葱したが、インタフェース川の調鞍が取れていなかったた

めに、それぞれがシステムの複雑性をまるまる背負い込み、納局ユーザを困

↑StcwartBmn“ん出,β"仙肋呼血wr":ｗ伽"』りゅ”芯“”７１蛇y滝Ｂ“(Pengmn’200ｎｐ１狙

土StewarlBmnd・IdII2.．ｐ､l稲．

Ｉ
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惑きせる結果となった。

これまで出てきた成功と苦闘のいずれもが、何をデザインするにもスタンド

アローン製品として考えるのをやめるべきであることを、はっきりと示してい

る。体験は、それが自分自身のデザインしたシステムを築き上げるときで

も、既存のシステムを活用するときであっても、その体験全体に向き合う必

要がある。そして、一稀Ⅲ嬰なのは、体験全体を成す各要素が亙いに補完し

合い、顧客のニーズ以上のこともそれ以下のこともしないことだ。



６章

デザインコンビテンシー

デザインという行為は、多くの人が参加できる優れたアイディアを形にする。
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とにかくこれで、秘密の調味料は、体験に典中し人の生活の複雑性を深く

掘り下げ、それをサポートするエレガントなシステムを柳築することだとわ

かった。もしこれがそれほど簡蝋にできることなら、この本はここで終わるこ

ともできるし、じっさいそうしたいところだ。もちろん、たやすいことではな

い。むしろ、痛々しいほどに雌しいこときえある。

体験デザイン採用の障壁

DiamondRioを例にとってみる。これは、最初に市販されたデジタル音楽

プレーヤの一つで、ｉPodよりずっと前に発売され、はるかに先行していた。こ

の製胎が発売されたころ、ＭP3やデジタル音楽の市場は、米凶レコード協会

が脈松によって必死に流行を阻止しようとしていたが、急速に拡大を統けてい

た。DiamondMultimedia社は、この膨大なデジタル音楽の愉蕃を保存・再生

するデバイスの潜在的市場を１Fしく見抜いていた。しかし、Diamondが本格

的に受け入れられることはなかった。Rioの槻能は理にかなってはいたが、大

衆の琴線に触れることができなかったのだ。

Diamondの事業計画に間迎いはなかった。ビジネスチャンスを知っていた

し、テクノロジーもあったが、顧客と共喝できるデジタル音楽体験を届けら

れなかった。Diamond社にとっては高い授業料だった。新しい技術を作るこ

とは、望ましい顧客体験を作り出すことと同じではなかった。

ひとたび組織が体験に熊点を合わせると決めてしまえば、それを典行するこ

とは難しくなさそうにみえる。検討し、計画し、実行するための会瓢も開い

たのだろう。しかし残念ながら、そこにプロセス、手続き、部門間関整、レ

ビュー、企画会識などが立ちはだかる。手続きによるオーバーヘッドが、進

行の大きな妨げになることもあるのだ。

しかし、オーバーヘッドにも利点はある。不必要なリスクを減らし、僧頼

性と一貫性を高め、まったくの駄作が市場に出ることが減り、組織が首のな

いニワトリのごとく走り回るのを防ぐと、よく言われる。誰でも、iIll題にどう

取り組むかを見つけるためには、ある程腿の組織と厳しさが必嬰だ。

しかし、いまだに多くの企業が「管理」と「実行」のバランスを取ること

ができていない。あらゆる生産性のわなに捕えられているからだ。会鍛、報

告秤、バグ修正、メール、PowerPointのプレゼンテーション－いずれも必

Ｉ
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捌なスキルとされていて、これをやっていると生廉的に見えるので、ちゃんと

やっているような気がする。人はめったに新しいことをやろうとしない。拭し

たことのない方法は他人に理解されにくいので失敗の可能性があるからだ。

これが、デザイン、特に体験のように希薄なものをデザインする習慣に組

織が抵抗する理由の一つだ。体験デザインの締要素は、客観性、尺度、管理

などといった組織管理の慣行とは相応れないようにみえる。

３Ｍ社の過去7年間を例にとってみる。新しい指抑体制の下、ポストイット・

メモやマスキングテープを考案したあの会社は、評判の最適化手法に専念す

る一方で、創造力をつかさどる筋肉をすり減らしていた。同社は一時、売上

のl/3を最近（5年以内）開発した商倣から得ていたが、新しいアイディアの

源が枯渇するにつれ、数字は急述にl/4にまで落ち込んだ。

ビジネスウイーク誌は３Ｍをこう押した、「完壁なプロセスは精度、一賀

性、反復を必要とするが、革新に必要なのは変化、失敗そしてセレンディピ

テイーャだ｣ｔｏ

デザインプロセスに十分な投資をしている企業でさえ、体験に蝋点を合わせ

ようとして高い壁に阻まれることがある。鯉は、定性的なカスタマーインサイ

トナャに集中することだが、これは定吐的な般適化手法よりも導入が厄介だ。

組織を体験デザインに順応させる方法の一つが、人間の実生活に魚点を合

わせることだ。ところが3市で指摘したように、組織は概して顧客を、一流の

マーケティングレポートがまとめた数字や、フォーカスグループの意見、ある

いはレジのチーンという音としか捉えていない。従業員も経営者も、過ごす場

所は役貝室や会議室、スタジオや飛行機の中であり、顧客のリピングルーム

ではない。体験デザインが主流になるためには、経営者、マーケター、技術

肴、デザイナー、営業の全倒が、いかに顧客の実生活での体験が組織のⅡ々

の決断に愉報を与えるかを深く理解する必要がある。

体験を理解して影響を与える

経営管理は測定と改善が可能な閥性によって支配されている。投資のり１
１
‐

↑鮒I§：Ｆ期せぬ発見をする能力。

＊BIianHindQ･Ａｔ３Ｍ･AStruggleBetw“nEfIicienEyandCrEatMty・BusinessW畦k,Ｊｕｎｅｌｌ.

2007．

↑↑訳注：噸蒋の心理を見抜くこと。

９$
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ターン、市場シェア、生廉性。品闘の概念までもが定義きれ数式に脱き換え

られ、企業が客脱的な帆性として符理しやすいものにされる。

体験は、数fit化が難しく、「これが体験である」と指し示すことができない

ために、ときとして支持を得られないこともある。それでも「すばらしいユー

ザ体験」は、あらゆる製品やサービスの継営陣向けPOwerPOintの箇条醤き項

目に入っている。しかし、箇条撒き頂目より先に進む組織はほとんどない。

すばらしい体験を企IlIiすることは困難で、仕様を作ることは不可能に近いから

だ。

優れた体験には体系的な調整が必要だ

組織にとっては、システム的ピユーの方が体験的ピューよりもはるかに

取っ付きやすく感じる。つまるところ、システムには組織化が、悲盤には管

理が必要なのである。しかし、システム的ピューの中でさえ、組織が数々の

チャンネルと組織のサイロを越え、システムを企両し実行するためには、多大

な困難が伴う。

システムでの機能の依存関係はよく理解されており、組織ではアーキテク

チャ図の分厚い束が作られる。この手の図が顧客視点で描かれることは滅多に

ない。たとえ、顧客が複数のタッチポイントを組み合わせて個々に解決しよう

としたとき、何が起きるかを知ることが企業にとって必弧であったとしても。

システムとは、本質的に裡数の要素から成っている。噸群にも組織にも価

値を提供するために、システムは個々の要素を足し合わせた以上のものでなけ

ればならない。たとえば、挽帝芯話に無線通信とアドレス鰻があって音声

メールシステムを使えるだけではまだ足りない。すべてが一締に働くことに

よって価仙を生むのであり、そのためには典剣な取り組みが必要だ。Apple社

とCingular社（現：AT&T）は、ｉPhoneの音声メールシステムで、メッセー

ジをアドレス帳にある発呼者の名前で分額できるようにするまでに、何か月も

かかったという。この棚のシステムで優れた体験を作るためには、饗素を統合

するための多大な努力と、その統合によってどう価値が付加される力､の明確な

見通しが必要だ。

すでに杏いたように、システムを作成または拡張する際に追加したプロセス

が問題を起こすことがある。少しの要素でうまくいっているなら、もう少し追

Ｉ
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加すれば完堕になりそうに思える。しかし、喪素を追加するたびに、複雑さ

が指数的に瑚加していく．何かを追加すればするほど、システムが川蝋して

顧客を惑わす原因が期える。システムが機能の洪水に流されないよう予防する

ためには、強きと忍耐力が必要だ。

優れた体験には、システムの理解と調整が必要なだけでなく、顧客の体験

の視点でそのシステムを側整する必嬰がある。この体験駆動期アプローチに

沿った組織をタイプX組織と呼ぶことにする。

タイプX組織を作り、維持していくことはきわめて難しい。第一に、顧客の

視点を広く理解したうえで頻繁に考慮しなければならない。残念なことに、

大企業の従業側の多くは、顧客と顔を合わせることなく何年も過ごしてしま

う。第二に、製品やサービスは一迎のⅢわりのある体験として管理し、提供

するものであり、市場の鰍川を埋めるためであってはならない。しかし、この

ように、さらに定性的な視点からニーズを評価し解決方法を提供すること

は、企業に従来からある知繊とは、ことごとく衝突する。第三に、体験駆動

による変化の価値を測定したり征明したりすることは不可能ではないとしても

困難である。しかし、典念ながらほとんどの組織が、醜争相手と同じ尺度で

自社の進捗を測りたがる。

新しいこと、人より優れていること、人と違うことの問題
すぱらしい体験を作るうえで蛾大の畷は、おそらく実に単純な1111週だ。新

しいことや、人より優れたこと、人と迎うことをするのは難しい。第一に、ライ

バルがまだ出していないものを見つけるのは大変だ。ライバルたちが、あたか

も市場のありとあらゆる隙間に有機的に広がっているかのように思えてくる。

ところが市場は、新しい商,1Aや体験によって急激に変化することがよくあ

る。格安航空会社とオンライン座席予約は航空業界を変え、あるいは旅行業

界全体をも変えたかもしれない。Craiglistは三行広告の世界をひっくり返し、

新聞業界に壊滅的打撃を与えた。Appleは今や米国第３位の音楽販光業者だ。

BarnesandNobleスーパーストアの晒巡と、Amazon・comの設立が相まって、

個人営業の併店に終りを告げる鋤を脇らした。いずれのビジネスも、すでに飽

和状態にあった市淵で成功したのは、古い問題に対する新しい解を見つけたか

らだ。
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師二に、I1WIW1は肌秤にとって魅力的でなければならない．新しいモノを作

ゐのはmiIii.だ。乳まれるモノを作ることに比べれば。Ｉイノベーション」が、

〃企もせず今後存在することもなさそうな顧客ニーズを満たすために作られた

新しく、ときには無頓粁な概念と結び付けられることがなんと多いことか。す

るとマーケターはlWi客に対して、あなたは存在しないニーズを持っている、と

脱得しなければならない，ニーズに杵えてくれることがわかっている製砧や

サービスと人々とを、ただ結びつけるのではなく。

第三に、商,M1がｉＷｌＩｉ､に真似されないこと。さもなければ優位性はたちまち

なくなってしまう。炎lm的な機能やありふれた機能を元にした商品はたちまち

｢対群戦争」に巻き込まれ、ライバルと一緒に進一機能を追い続けることにな

為他に頚を見ない、典似のできない機能を見つけだし、作り上げるためには

膨大な業界知識と投貸が必笈だ。しかし、その成果からは長期にわたる優位

性が得られる。BloCkbuSlerがNetfiixの郵便によるDVD配送システムに辿る

ところに来るまでには何年もかかった（似16-1)。

|XI6-lNetIlixはWiしくてもっと{11利なＤＶＩルンタルルヒを作りあげた。

新しくて魅ﾉJ的で典似のできないものを作り、それをまとめ上げて巾j劫に送

りだすことは－彼の業､'iだ。しかし、こういう饗紫こそが、成功するための

戦略とイノベーションの‘核になるのである園
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足りないのは何か？

もし、其の馴客ニーズに稗え、差別化のできる、洲和のとれたシステムを

送り出すことが優れたユーザ体験の核であるなら、どうしてそのためのプロセ

スが企業に存在しないのだろうか。

ほとんどの企業に、必要なプロセスを作る能力があることは間通いない。

通常の業務慣行の中では、デザイン作業が膚げられているために、この能力

が衰えているにすぎない。新しい体験をデザインしたり創造したりする能力

は、あらゆる技術的あるいは創造的な分野にわたって分散、拡散している。

しかも、その能力は通常、組織で姫も低いレベルに追いやられ、検討や分析

をされることすら稀であり、当然そこから生まれる結果は本来の潜在能力より

もはるかに低い。

さらに、組織では、実際にはそうでないのに、自分たちが優れた体験を顧

客に送り届けている、と思い込むことが容易に起きる。2005年、ビジネスコ

ンサルタント会社のBaｉｎ＆Companyが米国企業を対象にサーベイを行い、

自社が優れた顧客体験を提供していると思っているかどうかを聯ねた。８０%の

企業が、提供していると答えたので、調在員が今庇はそう答えた企業の顧客

に同じ質問をぶつけてみた。全体的にみて、両者の答えは一致しなかった。

顧客の側では、わずか8％の企業だけが、優れた顧客体験を提供していると感

じていたのである（図6-2).。

デザインとは

われわれはみなデザイナーである。家にいるときも－台所でも、庭でも

クローゼットの中でもよい－職場にいるときも、いつでもわれわれは、ある

特定の目的に合わせて、さまざまな饗素を手配する。デザインはあたり前に行

われていることなので、組織内の誰もが必要なときに加わることができる。た

しかに、仕事をしていれば磯通の利かない身勝手なデザイナーに出会い、こ

の曲線にもこの色にも妥協しようとしないことがあるかもしれない。しかし、

たとえ融通が利かないようにみえるデザイナーがいたとしても、デザイン行為

TJamesAllEn,Ｆ雁deuiCkF､RCiChheld・BzIrneyIIamilton・ａｎｄＲ⑪bMmrkcy,℃losingtheDelivery

Gap:HowtoAchieveTrueCustomer・睦ｄＧｍｗｔｈｑ，Ｒ“ultsBriefNewslett“Ｂａｉｎ＆Companyh

Octobera2005‐
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］

｜／

h魁－－

Baｉｎ＆Comapanyは362社に対し
て、自社の顧客についてのサーベ
イを行った。

95％が自社を「願客中心」である
と回答した。

80％が「優れた体験」を提供して
いると回答した。

しかし、そう答えた企業の顧客の

中で同じように感じたのは、わず
か８％だった。

Ⅸ１６－２優れた体験をMjl群に提供しているという企難の思い込みは、典拠からほど週い

自体は融通のきくものであり、組織にいくつもある他の厳格なプロセスと洲ｲ［

していくことができる『，

デザインは人川的である。デザインは、ビュワー、オペレータ、ユーザ、

顕客、あるいは文脈を装う。デザインする際にドす決断は、誰かがデザイ

ンを使ったときにどうすれば一許うまくいくか、ということに基づいてい

み晶仙い方やユーザに対する測崇が深くなるほど、デザインは良くなるマ

ルコム・グラッドウェルの:淵ｆ|ドティッピング・ポイント』は、ニケロディ

オン（NiCkcl()｡e〔)､）の幼児向け許|ｌ「Bllle1sClLICS」の事例を使ってそれ

を指捕している。教育効果が商く人気のあるこの稀組のプロデューサ－た


