
|【●】

ちは、災年にわたる教育稀紺のトップ「セサミ・ストリート」をばらばら

に解体し、どの部分が子どもた角に一冊ｲ｢効であるかを兄定め、それぞれ

の併組典弗が成功している恥'1をJ11解するために-fどもたちと・新に過ごし

てから、′狩り体験を以前にも期して効采的にすることに集中した。Bluc's

CIu《｡sの台木と稀組は、放映されるIiiIからj鬼どもたち相手に３～‘lIpIテスト

されたデザインと徹底した,刈在というI‘I然で反応の速いこの組み合わせこ

そが、現突の11常の洞察をもたらすのである

デザインはﾉ鵬成的である。デザインは、全LIがそれを見て、それについて

､勝えることのできるモノを作る。デザインは、システムと顧客のｉｌｌｌのインタ

フェース一使う人すべての体験を作り''}すシステムの蚊後の一ｌｗ－を

モデル化す為ことができる。デザインは物jlｉがどうなり得るか、どうあるべ

きかについて、明快なビジョンを作ることができる。われわれはAdaptivC

Pathで、iliiIliなスケッチを元に、おびただしい数のすばらしい縦論がﾉkま

れることにいつも鮪かされている。体験中のある１点だけのために何十枚も

Ⅸ１６－３イifiニュースサイトのある皿喪なページのために描いた300枚以'二のスケッチの

一錨，



1oz１６軍デザインコンピテンシー

のスケッチを検討することがあるのはこのためだ（図6.3)。われわれが著

名なニュースウェプサイトの仕馴をしていたとき、主要肥耶ページのスケッ

チを作り、「ハンバーガー」（サンドイッチ型のレイアウト）や「世界がお

かしくなった」（レイアウトについての前提をすべてひっくり返した）など

と名付けた。こうすることによって、悩広い選択肢をすばやく理解して評

価することができた。

デザインは決断を下すためにある。デザインは、すばやくトレードオフを見

つけ、さまざまな方角を向いた要素の、さまざまな組み合わせを見せてくれ

る。椎もがデザインを見ることも、それに反応することもでき、評価のた

めに任意の文脈一自宅、店の棚、工場のフロア、オペレーションセン

ターなど－に移動できる。

探究的デザインに適応するために、マクドナルド社のイノベーションセン

ターは、拠点を倉噸においている。そこではキッチンとレストランのあらゆ

る概念のシミュレーションとテストをすることができる。「ここでは早い段

階で失敗できるので、誤った物に投資せずに済みます」と、同社のイノ

ベーションプラニング＆アドバンストコンセプト担当役員デニス・ウェイル

が冊る↑･Appleが店舗スペースを制作するときも、似たような巻え方をとっ

た。スペース制作についてステイープ・ジヨプズが受けた股商のアドバイス

がこれだ。「倉即を竹りて店のプロトタイプを作ります。そう、デザインす

るだけでなく、２０個作るのです。そうやって何がダメかを発見します」＄

しかし、ほとんどの会社がデザインに積極的に関わろうとはしない。外注

したり、雄かに任せたり、遠ざけたり。なぜかデザインは、iIII胆に立ち向

かって解決するのに適した方法であるとは思われていない。そして、箇条書き

項目の並んだ分厚い資料の束や熱意のない会議、魂の入っていないレポートな

どを手に、問題に立ち向かってはむなしく失敗するのである。

十AiliMCCOnnOn.‐WantaIMa5terofDCSiImwilhTh訓?oBusinessW“k,Ocl⑪bEr6､2006．

土ＪｒｒｒｙＵ錘cｍ‘･Apple:Ａｍ⑧r”･烏ＩＩ階帥Ｒ“il唾．FortuneMa鰯露ime･Marcｈ8,2Ⅸ〕7．
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デザインに対する誤解

碗念なことに、性々にしてデザインは正しく理解されることも実賎されるこ

ともない。ようやく般近になってその可能性に評判が追い付いてきたところ

だ。しかし、ビジネス誌の見出しになることはあっても、デザインの詳細がiM｝

られることはまずない。当然この仕耶に対して多くの誤解が生まれる。典実は

こうだ。

･デザインはデザイナーだけのものではない。３章と４章で、調査について検

討したとき、われわれは調査で洞察を得る源が鋼在員だけではないことを強

lＭ１した。これはデザインについても|‘iIじことが胃える。われわれは

AdaptivePathで、肢高のデザイン判断とも荷えるものが、企業の幹部や

マーケター、開発者、ライターなどから出されるところを見てきた。

デザインは万能薬ではない。噂とはうらはらに、「デザイン思考」はビジネ

スで直面する問題を次々と片付けてくれるわけではない。価仙を秘めた稗え

をいろいろ見つけるためには、デザイン思唇、ビジネス思考、オペレー

ショナル思考などが必要だ。

デザインは伽lltなものではない。デザイン手法にはいろいろあるが公式はな

い。失敗することも多いが、それがデザインというものだ。何がうまくいか

ないかを知ればこそ、早く正解にたどりつくことができる。しかも、デザイ

ンが紋切り型ではないということは、自ずとライバルとは異なる結果が出る

ということであり、その結果が思っていたより優れていることもある。

デザインの潜在睦力

組織コンピテンシーまで引き上げられたものは、組織の戦略と事業システム

の両方と雛合性を取る必要がある。職略、システム、デザイン、どれを取っ

ても、本質的にトレードオフが付きものだ。エレガントなシステムは、パーツ

が多すぎて複雑になっても押しつぶされることがない。効果的な戦略には、差

別化と資源の有効利用を組み合わせるうえでのトレードオフが必要だ。好きな

ことだけをやるのは職略ではない。デザインにもトレードオフがつきものだ。
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紙1枚の大きさにも、画面で使える広さにも、ポケットに入れられるものの大

きさにも、対蹄の時間にも、必ず制約がある。

しかし、本当の強さは、システムと職略とデザインが一致団結することに

ある。２章で、デボラ・アドラーのSafERxという錠剤ボトルのケースを、体験

職略の具体例として紹介した。アドラーがTargetストアに見せたとき、この

ボトルはiII1迎いなく会社の想像力をかきたてた。'rarget社はこの新ボトルに

よって、同社の薬局ビジネスを明確に差別化し、lWi容をさらに獲得して薬局

ビジネス界のポルポになれることを見極めていた。Targetが、市場状況の分

析レポートや純然たる推論的ビジネス総理から、この新しい薬局ビジネスプラ

ンに到述することはあり神なかった。TarRetがこういう薬吋会社になれる、

ということをはっきりと理解するためには、アドラーが新しい顧客体験の詳し

い実例を見せる必要があったのである。

この錠剤ボトルが単なる物理的な存在ではなく、実は一つのシステムである

ことに気付くと、この話が一肘興味深いものになる。Targetは、このボトル

をCIearRX?と名付け「処方薬の流通およびコミュニケーションシステム」と

いう幅広い概念であることを示した$･錠剤ボトルが災舞台で働くためには裏

方が大いに働く必要があったからだ。

錠剤ボトルのデザインの一要素である「ボトルリング」を見てみよう。コ

ンセプトは実に単純で、カラーコード化されたリングによって、顧客はどれが

自分のボトルかを知り、誤って別の人の薬を飲まないようにするというもの。

しかし、実現するのはずっと大変なことだ。Target社は、カラーリングが確

実に正しい処方薬に付けられることを確泌する必要がある。このためには、同

社の薬局IＴシステムが、Ｍｎ客の家族の排がどの色を使っているかを追跡でき

るようにして、次の蕊を出すときに映って述う色を使わないようにしなければ

ならない。

錠剤ボトルに関わるプロセスやシステムに、多大なデザイン作業が投入され

たことは間違いない。アドラーが番いているように、これは「巨大な事業で

あり、大規模な協同作業であった｣。アドラーがシステム全体について考噛し

なければならなかったことの一渦には、こんなことがあった。

十訳注：薬の情報をクリアにする、という怠味が込められている．ＲXは処方薬を我す略語ｃ

＊℃IearRXatTargctPharmacyBaEkj、)und”.Ｔ砧r雛LcomPressmom・January2a2007．



「私はいろいろな人たちと協力して仕耶をしました。薬局チームや薬励

連用郁門、新しいラベルシステムに対応するソフトウェアを作るためには

'rargetの技術チームと、そしてマーケティングチームとも。薬剤師全員に

新しいシステムを教えるための識習会は大がかりなものになりました。私た

ちにとって一稀亜要な人たちだったからです。最前線に立つ人たちです。

みんなに新しいシステムを説明しなければならないので、どう使うかを知っ

ておく必腿があったのです」↑

】ｏ；

このシステム変更のすべてが、１本の錠剤ボトルのデザインから始まった。

デザインアーテイファクトを起点に、それをサポートするシステムや人へと

｢逆方liII」に進めたことが、劇的なビジネス拡大に繋がった。ClearRX導入の

翌年、Targelの捌剤薬耶業の光上は１４％成腿した。もしTargetがバックエン

ドシステムを起点に作っていたとしたら、ここまで伸びることは考えられな

かった*。

この耶例で（そして他の多くの那例でも)、デザインの役割は、商品を魅力

的で人に卿ばれるものにすることだけではない。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。デザインアーティファクトは

戦略を具体化し、システム全体の要件を繋ぎ合わせ、説得力を持ち経済的に

価仙ある剛客体験の要件を明確に定義するものである。

デザインだけではできない

デザインを、システムと戦略の文脈外に適用しようとすると失敗することが

ある。航空業界のコンソーシアムが、常巡客向けにオンラインで航空券を予

約するソフトウェアアプリケーションを作った例を見てみよう。そのデザイン

はエレガントなもので、ユーザテストの結果、非常に使い勝手が良いこともわ

かった。しかしユーザテストでわかったことがもう一つあった。常連客は誰も

このソフトウェアを使わなかったのだ。みんな移動に忙しくて、コンピュータ

を使うこともダイアルアップで接続する機会もなかった。ユーザインタフェー

スがエレガントでも戦略に欠陥があったため、提案されたシステムは、対象と

なるil1j賀考にとって旅行をさらに複雑にしかねないものだった。依頼元の企

ナCoIlin乱AdI“削出．

土℃hainSto『cGuidCInmrmaIi⑨nSenFi唾ｓＲ“”rrhRfIxDrI.‐MarkftR嘩細、h・com．
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業はプロジェクトを中止した。

戦略は、正しく使えばデザイン行為にとって有益な境界を示してくれる。

両粁の関係についてチャールズ・イームズがこう言っている、「デザインの問

題を解く数少ない効果的な鍵の一つは、デザイナーができるだけ多くの束縛を

泌倣する能力、即ち、その束縛の中で仕事をする意欲と愉熱である」ﾔ。ＨＰ社

デザイン部門の腿であるサム・ルーセントも、このような束縛の効果から得た

ことを細っている。

「実に長い川、アイディア形成とはできるだけ多くのアイディアを出し合う

ことでした。しかし、われわれは、本当の問題がアイディアの政ではない

ことにいち１１１<気付きました。煎饗なのは真に優れた覗略、ビジネスとの

洲机判断材料、そして顧客を深く理解することです。そしてアイディア

について話す川怠ができたら、その場に見識を持つ人たちを招くこと、そ

れがすべてです｣＊

組織コンビテンシーとしてのデザイン

組織コンピテンシーとは、企業に不可欠な能力の一つであり、うまく使え

ば企業に雌争力をもたらす。企業の持つコンピテンシーには、効率的なサプ

ライチェーンを助かすもの（Wal-Mart）や技術革新を起こすもの（BOse)、

ブランドを維持、強化するもの（デイズニー）などがある。一般に組織は似

数のコンピテンシーを持ち、力のある組織は、持っているコンピテンシーを剛

客ニーズに合わせて進化させ調和をとって行く。

デザインが組織コンピテンシーになるためには、かっこいい靴を職いた人た

ちのいる郁署があるだけでも、商品化直前に行う作業だけでも足りない。デ

ザインとは、より良い成果を生むlHl題解決や意思決定、帆略的叶画に取り組

むための方法の一つだ。これはオープンなアプローチであり、組織の誰もが参

加して解決方法を生み出し、先見性のある意義深い意思決定を下し、顧客自

身も気付いていないニーズにも答える共感を持てる商品を作りだす。市嶋も生

油も１１t界も複雑になる中、核となるコンピテンシーにするべくデザインを発鵬

十・FiIm§⑪fCharIeSandRayEam“ｖｏｌｕｍｅ４．．ImagcEmcrta1nmcnt:Ｃｈａｒｌｃ５ａｎｄＲａｙＥａｍ“

ｌ９６Ｚ

＊lIindqBrian~TheFmntLines，ofImUwltion.~BusinessWeeILN⑨vember2､200＆
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きせることは、中小企業にとっても大企梁にとっても亜要な事業方針になる

だろう。

堀適化や効率化のための組織コンピテンシーであるシックス・シグマや総合

品質管理、サプライチェーンマネージメント、ビジネスプロセス・リエンジ

ニアリングなどは、収益迎減↑の状況に適川されてきた。ほとんどの業界で、

効率はもはや企業をライバルと差別化するコンピテンシーではなく、単なる必

頚な能力にすぎなくなってきている。WalMartやDellが業界のリーダーでい

られたのは、誰でも使えるこの般適化手法をTargetやBestBuy，ＨＰ，Apple

らが使い始めるまでのことだった。今、力をつけてきているのは顧客体験で蕊

別化のできる小売業者だ。企梁の蝋点は、コストやそれが損益に与える影卿

から、売上を伸ばすための新しい方法や総売上高も含める方向へと拡大され

てきている。

デザインコンピテンシーは、従来と同じことを効率良く行って過去の成功

を繰り返すのではなく、組織が新しい収入源と鏡争力を探究し、イメージで

きるよう仕向けるものだ。RolmanSchooIofManagementのロジヤー・マー

ティン学長によると、デザイン中心の組織とは「顧客のニーズと要求を覗き

込んで行動パターンを見きわめ、そういう行動を活かすアイディアに磨きをか

ける。そして、未知、または少なくとも未確定の領域に攻め込む」ものだと

いう*･組織に顧客のニーズに本当に稗えられる藻別化商品がない限り、企業

が磨くものも、測るものも、効率を上げるものも、そこには存在しない。

組織にデザインを浸透させる

こうしてデザインがそれ単独の行為ではないこと、決してそれ自体が戦略で

はないことを確かめることができた。AdaptivePathでは、組織内の他のコン

ピテンシーに目を向け、これをデザインと組み合わせることによって、さらに

効果的な解決法を作り出している。たとえば、ベンチャー企業でデザインを

技術的な実験と組み合わせることや、メディア企業でデザインをコンテンツ制

作の専門技術と組み合わせることなどがある。MotoroIaの消費者体験デザイ

ン担当副社長兼ディレクターのジム・ウイックスは、自分のグループがマー

サ訳注：労力の増加よりも、収益の増加が小さくなること．

＊Ｒｏ睡rMarlin.・TcuRhLove.‐Ｆ“ｔＣ⑨mpany，ａｔ《)bEr2(m6.ｐ・別，
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ケティンググループと「緊密に協力しあい」将来の硬略を決めることによっ

て、前へ進みはじめたと紙っている↑。

このような組み合わせが強力なのは、デザインが他のコンピテンシーを高め

るだけではなく、他のコンピテンシーもデザインを高めることにある。たとえ

ば、われわれがファイナンシャルプランニング会社のデザインを決定する際、

財務分析を使って決定を後押しした。業界の「ベストプラクティス」は、株

式買売などの取引をサポートすることに蝋点を合わせることを推奨している。

われわれの調査は、クライアントのlbiIi客が般合相手の顧客とは根本的に異

なっていることを示していたほか、財務分析の結果は、資産の管理や評価な

ど、取引以外の行動をサポートする方向を示していた。この棚のやりとりが

クライアントにとって大きな価仙を生むからだ。財務というレンズを使うこと

によって、独自のデザインソリューションを発見することができたのである。

われわれは、さまざまな組織で実施してきた調査を通じて、企業が大きく

なるほどユーザ体験のデザインを担当する部門を持っている可能性が高いこと

を知った。逆説的に聞こえるかもしれないが、企業が大きくなるほど、トッ

プレベルの幹部がユーザ体験の責任肴になる可能性は低い。

これは成長期にある組織にみられる問題である。ユーザ体験が縦割りにさ

れてしまうと、もはや細織全貝で責任を共有することができない。もしWalt

DisneyWorldで、ほんの一部の従業貝だけがすばらしい体験を提供する貨任

を感じていたとしたらどうだろう。哩門家がデザインを支援することはできる

が、組織の誰もが気幡に参加できるようでなくてはならない。体験デザインに

は全員が責任を持つべきなのである。

MayoClinicは、デザインを靴織内に没透きせた理想的なケースだ。世界的

に有名なこの医撫機側は、その医蝋、研究、教育いずれについても優秀な実

繍を誇っている。2002年、同クリニックはSPARCプログラム（see［見る]、

plan［計画]，ａｃｔ［行動]，refine［洗練]、communicate［伝達]）を導入し、

医擦の新しいモデルを次々と実験していった（図6-4)。早い段階で、診療の

ニーズで満たされていないものを見つけて対処するためのツールがないことに

気付いた。実験に対する班解が十分ではなかったのだ。そこでSPARCにデザ

十JimWicksandBrandonSchmuer.．Pどr$p“lives8Ｗ“vinIEDesiRnintoMOt⑨ｍ１ＥＢ･sFmbric.‐

InstituleofDesiIm2006SlralelZyCmhreI1“wcb5itC･Ｍａｙ2006‘
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イナーを入れ、ＩＤＥＯをはじめとする外部のデザイン会祉に依頼してデザイン

下法を学び、SPARCプログラムに細み入れた

その結果SPARCでは、デザインの生成的な性賀と、医撫行為の安全性、厳

格性を組み合わせる興味ある方法がいくつも兇つかった。SPARCのアラン・

ダンカン医長がこう語る、「このプロセスでは、デザインの原瑚と実験の厳格

さの関係を僻にしますプロトタイプの状態でうまくいくものがあれば、必ず

厳格な実験的デザインを通川して、MAH・や州院に対してどんなインパクトがあ

るのかを理解します愚効果、質、そして蝋将の安全に関して」寺この結果、効

果的に忠者と灰療機関の関係の改沸をﾉkみ、ｊＷｌ､するプログラムが実現した。

SpARCは、組織がデザインをコアコンピテンシーとして尤奄なものにする

ために、多くの糾皿を恥り越えゐＭｔもよく炎している‘

,デザインは必ずしもlIf感的ではない。SPARCは、笈験施設が医療実験だけ

のためにある、という､'1初の前提をくつがえす必喫があった。自分たちの

ビジョンをﾐ現するためには、新しいデザインプロセスを採川しなければな

らなかった

十Ｄ馬Ａ】ａｎＫＤＵｎ“､,ＭＤ証ＷＩＢｍｌ１ｄＯｎ艶ImtlOr.‐PG応Cp(､tiv味InnoVatiOnRigo良一Ｉｎｓｍ皿GoI

DesiXnStra【e鯉･ConiEren“ＷＣｂ釧加.Ｍｎｙ２(X)３
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･定性的洞察に従って行動することは困難である。SPARCは、定性データ

を、ユーザが洞察を与えられる形のプロトタイプに変換することを学んだ。

･デザインだけではできない。ダンカンが言うように、「デザイン原理と実験

的厳密性を融合させる必喫がある｣。

コンビテンシーに競争力を持たせる

多くの組織が、デザインを強力かつ醜争力のあるコンピテンシーとなるレベ

ルへと調和させられるかどうかの塊界線上にいる。まず、既存の業務価行に

対するデザインの利点を泌倣しておく必腿がある。デザインコンピテンシーは

一夜にして生まれるものではない。プロセスにも、スキルにも、そしておそら

く鹸も重要なのは、文化に対しても、困難な変更を加えなくてはならないこと

だ。

しかし、ひとたびその変災が根付けば、組織はこの新しいコンピテンシーを

腿期にわたって有効活ⅡＩすることができる。新しいアイディアを収集して、

それを実現し、重要な顧客坐盤に向けてすばらしい体験を届けるのである。

デザインコンビテンシーの利点

デザインは、正しく使えば新しい市珊に参入することも、組織の資産や能

力を伸ばすこともできる。企業がデザインコンピテンシーを達成すれば、高価

値の体験を作ることが、今以上に簡単かつ右利になる。

始まるときは

新製品や新サービスの開発は、霧がかかった状態で始まる。どのアイディ

アが一番良いのかも、果たしていつまで探せば見つかるのかもはっきりしな

い。このためこの初期段階は「ファジーフロントエンド（ぼやけた前段)」と

よく呼ばれる。次のような状況にあるとき、自分がファジーフロントエンドに

いることがわかる。

･期待が洞察を大きく上回る。何が作れるかという興味の方が、何を作るべ

きかという知識よりもずっと大きい。
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･計画が行きあたりぱったり。すばらしいアイディアを創成するスケジュール

を立てることができない。どんなマイルストーンを股定しても、それはまっ

たくの当てずつぽうにすぎない。

･調査データがいくらあっても足りない。山のようにデータがあるのに洞察の

捉えどころがない。

･不確実性がはびこる。可能性のある答えが無限にある。特に問題の記載方

法が定まらないために。

ほとんどの会社が、ファジー状態の中で新鮮で光れるアイディアを見つける

才能に欠けているのは、この段階をよく理解していないからだ。それでも、こ

のファジーフロントエンドの下流にあるプロセスは、前段の結果によって形が整

えられ決められていく。デザインはわれわれに、Ⅲ題を組み立てる手段を与

え、間係する亜要なアイディアと、これから巡むべき道を明らかにしてくれる。

伝統的ツールではファジーを扱い切れない

製品やサービスの開発というのはビジネスを行ううえで最も油断のならない

芸当だ。シカゴにある戦略コンサルタント会社Doblinは、イノベーションへ

の取り組みの96％が失敗に終っていると推定している十・これは企業が新しい

製品やサービスの売り方を理解していないということではなく、霧に包まれた

すばらしいチャンスとアイディアを見つける方法を知らないという意味だ。

新製品冊発の後半を管理、改善するための方法にはおなじみのものがたく

さんあるが、S1ageGate（タスク完了とレビューのための形式化された段階プ

ロセス）やDesignfbrSixSigmaなどの柵造化プロセスを使えば、取るに足ら

ないアイディアがすばらしい顧客体験に変換されるなどと思ってはいけない。

段初に必要なのは、すばらしいアイディアを見つけて引っ狼りあげることだ。

この棚の厳格なプロセスの述人でさえ、この限界を魁識している。stagc

Gateのパイオニアであるロバート．Ｇ・クーパー博士がこう話す、「ピカピカ

ナＬａｒｒｙＫ“lCy･IntcrviewwithGKVanPatterb．ThどＢｕ輔iI1E識０[Ｎｅｗ.‐NextDesignLeadership

Institulcwcbsitc､2003,
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の新しい製品プロセスが、質の高いアイディアの不足を補ってくれるなどと期

待してはならない。そもそもアイディアがありきたりなら、プロセスがそれを

スターに変えてくれることなど当てにしてはならない'」

強い実行力が答えではない

まずいアイディアは多大な努力をもってしても変えることができない。たと

えば、「インターネット家晒」は、多くの企業が理解したつもりになっていた

アイディアだった。Intel，Compaq，Gateway、Microsoft，３COm、みんな

が手を川した。３ComはAudreyというエレガントなデザインで台所にぴった

りの対協型ツールを作った。価段は499ドルほどで、カレンダーとアドレス

帆、それに一巡のウェブサイトが組み込まれていたが、欲しがる人はほとんど

いなかった。

もう一つ、ファジーなところから間違ったアイディアを引き出してしまった

例がモパイルESPNだ．現在は中止されている桃帯磁話サービスで、外川中の

スポーツファンに拭合やイベントの般新怖報を伝えるものだった（図6-5)。

ESPNは'億5,000万ドルを投じて携帯用バーチャルネットワークの運営母体と

なり挑粥サービスを開始したが、数か月後になっても必要な顧客ベースのl/１０

以下しか壁録がなかった。ビジネスウイークの執筆新トム・ロウリイがうまく

l_『い炎している、「モバイルESPNが始まったとき、この会社はこう満った。

近所にⅨい物に行ったとき、子どものサッカーの試合中、バスを待っているNII

など、いつでもスポーツの結果を知ることができるためにお金を払うという人

はいくらでもいる、と。しかし、１９歳のスポーツ中誰者にだって、やること

は他にもある。たとえそれがセックスとビールだけだったとしても｣。

失敗した製品やサービスの実例なら、デルタ航空の格安便子会社Song

Airlines，GapのForthandTownストア、フォルクスワーグンのフェートン

など、枚挙にいとまがない。そのほとんどが、優れたデザインや開発の努力

がなされた結果だ。実行力があるだけでは、元のアイディアのまずさをカバー

することはできなかったのだ。

十RobcrIG･Cooper・Ｓｆｏ１ｌＪ､Ｅｄ解１１.ａｎｄＥｌｋｏＪ,Kleinschmidl．．OptimizingthcS1alKe-GmtC

P『““掌ＷｈｍｔＢ４ｆｓ【､PraCti唾COmPaniGsarGDoing・Ｐａｎｌ.‐ReSearCllTどchnoIogyManagemcnt，

SeplGmber2002L
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2007年のハーバードビジネスレビュー誌の記'１１で、オフィス家典会社Steel

caseのジム・ハケット社長兼CEOが、以前自社の「ファジーフロントエンド」

とＩ柵'したことを振り返ってこう語っている、「要するに、多くの会社が犯す

のとl‘りじ過ちを犯したのです。良さそうなアイディアを思いついたとき、深く

検針するI1iIに全エネルギーを旅ぎ込んでしまいました卜」組織は、納紬を憩い

＋ＪｎｍｃｓＰ,HaEkett.･PreparinRfbrthePer企ctProduc[Launじh"･H8lrwlr<1BuSincssRwiuw･ＡＩ)rｉ
1.2007‘
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最善の道から始める
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剛６－６金陰サービス会社の将来の体験侠袖梁を岬価して改勝するために使〃Ｉした何枚
ものポスターのうちの１枚．

で演舞的論理とベストプラクティスを適川しては、ライバルと進う良いものが

できないことに驚く。

何を作るべきか、という概念は兄つけやすいし、そういうものをたくさん洲

べてみる価値もある。アイディアを一つだけ1,,1‘つけて突き進むよりも、霧の中

をよく見て系統的に道を探す方法を兄つけ出し、もっと多くの新しいアイディ

アの''１から遊ぶ方が閥lﾘlだ。このプ１Jセスを、デザイナーが3郁揃のやり方で

NMIけしてくれる。

Ｌあらかじめ複数の答えを想定しておく波緑的で揺るぎないビジネス思考

は、多くの場合、手にしたﾘＩ典を元にそこから一つの結論を導いてくれ

るデザイナーが、もっと''｢能性を挫け入れることもある。彼らはDardcn

SchoolofBuisiI1essのジャンス・リーカ牧授が↓了うところの仮挽的推鎗

（abductivereasoning）を用い、部分的データに進づいて選択肢を提示す

るリーカによると、デザイナーは「もしかしたら、という論理を受け入
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れる。デザイナーは何かがくそうである〉とかくそうあるべき〉と立証す

ることはできなくても、〈そうかもしれない〉という推給は下す↑」

AdaptivePathが企業年金プランを提供する会社の仕祁をしたときのことで

ある。われわれの任務は、会社の将来の多チャンネル顧客体験のざまざま

な可能性を表現するボスターを作ることだった（図6.6)。将来の体験のい

ろいろなシナリオを見て、われわれはこのさまざまな将来を、ビジネス、企

業ユーザ、エンドユーザ、ブランドそれぞれの面から好価して改響すること

ができた。この活動は、われわれが企業にふさわしい未来を見つけるのに役

立っただけでなく、クライアントと議論を行った結果、会社が喜んで開発

するような解決法の要素が見つかることもあった。

2.無点を移動して目聴しを外す。組織や業界では、ものごとを過去にうまく

いった観点から見てしまいがちだ。デザイン的アプローチなら、魚点をセー

ルスからサービスへ、またはシステムから顧客へと移動することが可能で、

その過程で斬新なアイディアが見つかることもある。質INIを変えることに

よってファジーな部分を見直すこともできる。インターネット家碓の問題

が、正しいデバイスを作ることではなく、正しいサービスを作ることだとし

たらどうだろう。デザインとは、目隠しを外し、すぐに使えるふさわしい洞

察によって新しいアイディアを創出し、意思決定に冊報を与えるものだ*。

われわれはAdaptivePathで、優れたデザインの概尿鋼胆者用挽帯インシュ

リンポンプを考え出す、という錐題に挑んだ。実際の輔尿病患者の生活を

体験することによって目隠しが外れ、問題が医学や物流だけにあるのではな

いことに気付いた。多くの人にとって、自分の外見、即ちポンプをどう隠

すかが並大な要望だった。行動を束縛されず、性生活を続けられることも

また、ポンプに繋がれた人たちにとっての大きな探題だった。そして糖尿病

患者の多くにとって、前向きな嬰勢を崩さず積極性を保ち続けることは、

他脹を維持するうえで煎要な要件であった。AdaptivePathのチームは、目

隠しを取ることによってこの間題を、一医撫川胆から悠怖やライフスタイ

ル、外見にいたる大きな文脈からなる１１１１週へとiIj栂成したのである。

RoIEerMar血℃reatMtyTh錘ＧｏｃｓＤ“p・BusineSsW“k･AUH11sl3b2005・
ＭａｘＨ・Ｂａｚｗｍ皿・DeEisionsWiIhculBlinde庵一HarⅧrdBusin“ｓＲｗｉｅｗ・Jnnuary1.2006,
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側６－７Sound6avorのＤＩアプリケーション初期プロトタイプと催終デザイン

3.優れた符えをﾉｌｉみ川す束判を兄極める。時として束縛がすばらしいアイディ

アのきっかけになることがあるかつての解決法（ライバルの現伍の解決

法でもよい）が避けて通ろうとした束縛に、正面から取り組むアイディアで

は特にそうだ。簡単な例をいくつか。翌朝までに記述できたら？（Fed

EX)。持っている音楽を令部持ち歩けたら？（iPod）レンタルビデオの延

滞料‘がなくなったら？（NetniX)。ノートパソコンが‘雌でも囲えるほど安く

なったら？（｢11t界の子どもたちに］台ずつノートパソコンを」プロジェク

ト)。好きなときにテレビ番組を見られたら？（Tivo)。

的を射た簡問はすばらしい新体験を/kみ出す、しかしどうすればそんな伽111

を聯くル〔純を兄つけられるのか‘，鮒一に、職秤の此悠を呼び、ルⅢ群を称に

イライラさせ為Ｉ料＃と欠点を知為こと。ＭＩＩ群l1Ml缶を行っていゐとき、’'1肋、

がある体験で苦闘しているまさにその瞬mlに立ち会うことがあ為。「やりた

いことは……貯蓄が十分あるかどうか知りたいだけなのに」と感じた瞬
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間、ブログを始めようとした瞬間、新しい祇話を使おうとした瞬冊．

次に、初心者の心を持つこと。業界や組織に慣れすぎると、すばらしい解

決法によって取り除かれるかもしれない障害を、受け入れたり回避してし

まったりする恐れがある。デザイン手法を使うと、そのような障害を見つけ

やすくなる。それは主として問題をもっと大きな文脈で考えるからだ。

AdaptivePathがSoundnavorという、青楽検索および推蹴サービスの仕耶

をしたことがある。iTunesのようなソフトウェアと一緒に使うサービスだ

(図6-7)。開始当初の前提ではSoundHavorがウェプサイトとデスクトップ

アプリケーションの両方になる予定だったが、作業を始めてから２日目、

チームがこう自NIlした、「アプリケーションのこのパワーを、デスクトップ

ウィジェットのサイズと使いやすきの中に詰め込んでみたらどうだろう｣。

その日のうちにプロトタイプを作ってみたところ、この束縛がすばらしい解

決になることがわかった。ウイジェットの持つ単純さが、楽々使える、曲

目リストがすぐに作れる、他のアプリケーションやSoUndflavorのウェプサ

イトと簡単に統合できる、という目標と一致したのだ。プロジェクトが進

むにつれ、このソフトウェアの「形状」は大きく変わっていったが、常に

あのウイジェットの感覚を持ち続けた。フルサイズのアプリケーションでは

これほどの成功には致らなかっただろう。

Flickrのたくらみ

三つのアプローチー複数の解決法を探す、無点の移動、束縛の決定一

どれを使っても、問題の空間を仕切り直し霧の中から抜け出す道を見つけるこ

とができるが、最も力を発棚するのは三つを細み合わせたときだ。再びFlickr

を例にとる。Flickrの創立者たちは、このサービスを作る前、オンラインコ

ミュニティを支援する体験に別途取り組んでいた。そのとき、人々に「暇つぶ

しの口実」を与える必要があることを知り、ついには写真の共有が確実なアプ

ローチになることを知った十・ただし、オフラインでの写真体験を真似するの

ではなく、かつてのプリント写興の世界のメタファを拾てて、カメラ付抑帯や

プログなどウェプ全体と統合できるオープンプラットホームを採用した。

1．CaterimFakeandPeterMerholz.・MXSF2007gImervlewwithCalerinaFake.，AdaptivePath・

ＣＯｍｂｌｏＲ,氏bruary12.2007.
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自らに束縛を課す（それを公開している）ことは、おそらくFlickrのスタッ

フが霧の中から抜け出るのに使った方法の中で、鰻も是続きするものだろう。

Flickrの設立者の一人であるカトリーナ・フェイクはこう鮒った、「たしか私

たちは、じっくりと自己分析を重ね、あらゆる理由を脊き出してからそれを分

釦して……そうやって始まりました。みんなに説明する手段が必要でした。

これが、今こうして私たちがいる理由です」束縛の有用性について尋ねたとこ

ろ、フェイクがこう答えた、「必要不可欠です。これこそが本当の近へと導い

てくれるものです」Flickrは束縛を与えることによって成功したが、新しい可

能性を次々 と切り開いていくことには、別の秘類の利点もある。

アイデイアラボ

明らかに魅力的な体験のプロトタイプなら、アイディアを実行可能で楽し

いものにすることによって劇的な効果を上げることができる。デザインによっ

てアイディアが形になり、その価値が人に伝わり、評価され改稗されるように

なる。

AdaptivePathでは毎週２回、時間を決めて公開デザインセッションを行っ

ている。これは全員参加のミーティングで、みんなが本気で取り組み、ここ

では肘脊きや担務のことは忘れる。この１時間、部屋にいる全貝が一プロ

ジェクトマネージャーも邪務職貝もクライアントも一同際的デザイナーに

なる。こうして行われるデザインセッションの中で、蛾も人を引きつけ成功し

ているのは、アイディアや洞察をデザインアーテイファクトに変えることにⅢ

点をおいたセッションだ。

たとえば、われわれ20人ほどが、一流旅行出版物のチームとともに、彼ら

の糾森結果と大まかなアイディアを元に、ウェプ体験のスケッチを次々 と何枚

も作った（図6-8)。クライアントにとってこのデザインセッションがマジッ

クに見えるのは、われわれが、ほんの少しのアイディアから形のある答えを導

き、それを評価し、改善し、あるときは競争から脱落させるところまでをわ

ずか1時Ⅲのうちに行うことだ。伝統的な方法なら、まず饗件を染めるところ

から姉めるだろうし、デザイン作業は一人か二人のデザイナーに係せて、い

ろいろ多くの人からなるグループで行うこともない。そんなやり方では、わず

かな答えを見つけるまでに、何日も何週間もかかってしまうだろう。

１１８１６章デザインコンビテンシー
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デザインＦ法が抽象的なアイディアを'1に見える形にするやり方には脱得ﾉＪ

がある。わずかな練習によって、組織はアイディア素材のための尚迎製造工

柵を持つことができ、うまくいくもの、いかないものをすばやく兄きわめられ

あようにな為。そしておそらく雌も大切なのは、並外れたアイディアを捉え為

ために'､椎Ｗし、行動を起こす方雄を'７．えてくれることだ。

アイディアは稀でもなく脆くもない

アイディアは安い、安い、安い本当にいくらでも思いつくことができ

為。しかし多くの粉合、組織はデザインが脆くて稀で特別であるかのように扱

う。要fl:定捉普にはアイディアのⅢド訓を綿符に記城し、テストをするまで

に、アイディアを完全に理解していることを確かめる。

アイディアはPowerPoinlのプレゼンテーションの中に椎息している。それ

は寵為で、封じられたおもちゃのパッケージに１１ドかれた脱iﾘ1のように取り扱わ

れる。みんなパッケージは説むけれども、’'１に入っている製肺体験について

は、それぞれが別々 のアイディアを思い浮かべる。ほとんどの人は、頭に浮か

んだすばらしいアイディアを形にしようとiZち止まったりはしないから其の失
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似I6-8AdapKivePathの公開デザインセッションに参加しているグループが、綱症結果
を次４にユーザ体験のコンーヒプトに変換する



勘
一一

こ
こ
『
ご
“
富
α
二
Ｕ
ｍ
症

Ｉ２ｏｌ６承デザインコンピテンシー

擁

Ｉ

噸
’

二④里。

勘
一一

敗や短所を１１にするチャンスがない。アイディアのいい所を取り上げて、次の

アイデイアの111でﾉI§まれ変わらせようということもしない。いいアイディアを

できるだけ111〈すばらしいアイデイアにすゐためには、ｊ１１．いうl>に''１度も失敗

する必災がある．たとえばNG111ixは「IIL川失敗」のアプローチを使って、｛'リ

百万人もの馴客のために着々 とサイトを改藩している。NelIlixの錐頭デザイ

ナーがこう語る、「私たちはどんなものも、うまくいくとは決めつけないし、

喪11堺でテストをせずに予測を立てるのも雌いです。予測することによって、

秘たちの.げえがl形抑を提けます。だから作梁を進めながら修正を繰り返し、う

1．ＪｏｓｈｍＰ()rlUr,‐'1.11哨Fre畦〔l〔)ｍｏｆＦａＳｔｌｔｃｍｔｉｏｎＳＩ１ｏｗＮＵ【nixDesiRnsKlWil〕Ｉ１ｉｎＨＷＧｂＳｉ【&、
UscrlnterIncc卿1鰯ncorinjzwebsite･ＮｏｗｍｂｔＰｒ１４．２(X｝G‐

剛６－９Ｄｙs《》n冊除椴《政千ものプロトタイプとﾘﾐ敗と折しい答えの成肌


