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Abstract 

This study identifies the aesthetics of service design and argues that designers need to give users affects based 
on reflection levels to communicate an aesthetics sense through services. AS open services become more 
complex systems, an aesthetics sense with a deeper, culturally rooted relationship at the reflection level are 
required. 
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1 はじめに 

サービスは顧客との価値共創によって成立する。実

在するサービスは利害関係者間の顧客と価値が統合さ

れた結果である。1対1の価値共創を発見するだけでも

困難を極めるが、複数のステークホルダー間の価値共

創を発見するとすれば至難の業である。 

昨今、経営の世界において「美意識」の重要性を論

じられている。それは複雑な経営環境下におけるシス

テムの均衡状態を美意識が直感的に瞬時に理解し、対

象のあるべき姿を創造する役割を果たすからである。 

良いサービスは複雑かつ複数の要素の利害関係を調

整し、それが相互補完されている状態を見出し、統合

された結晶である。例えば「三方良し」は三つのステ

ークホルダー間のWin-Win-Winの状態を指している。

ステークホルダーが増えれば増えるほど複雑度は増

し、すべてのWinを実現できるのであれば、より美し

さと関係が深いと解釈することができる。特に日本の

サービスにおいては、茶の文化に代表される様々な要

素が高度に統合されたサービスデザインを実現してい

ると言える。本研究ではサービスを「美しさ」と「複

雑さ」の視点で考察し、サービスデザインの美しさに

ついてその構造を明らかにする。 

 

2 美しさ 

カントは美について、「なんらかの対象の合目的性

の形式であるが、それは当の合目的性が目的の表象を

欠きながら、その対象について知覚されるかぎりのこ

とである」と述べている。つまり、美しさには何らか

の普遍的妥当性がある。将棋棋士の羽生善治も「美し

い手を指す、美しさを目指すことが、結果として正し

い手を指すことにつながる」と語っている。山口は高

度に複雑で抽象的な問題を扱う場合、「解」は論理的

に導くものではなく、美意識に従って直感的に把握さ

れる。それは結果的に正しく、しかも効率的であると

指摘している（山口 2017）。 

魅力的なものは人の気分を良くし、そのことによっ

て人はより創造的になる。デザインの世界では情動と

美を関連づけようとする傾向にあり、情動は個人的な

経験、連想、想い出を反映している（ノーマン 

2004）。平野はカッコいいものを美との関係で考察

し、カッコいいものを見るとしびれるような強烈な生

理的興奮が起き、非日常的な快感が得られるとしてい

る。カッコいいには、人に憧れを抱かせ、そのように

なりたいと同化・模倣願望を抱かせる力がある（平野 

2019）。 

ノーマンは図1の処理の3レベルを示している。意識

と最高次レベルの感情、情動、認知が存在するのは、

内省レベルにおいてのみであり、解釈、理解、推論は

内省レベルからもたらされる。文化、経験、教育、個

人個人の違いに最も影響されやすく、長期にわたる経

験に関わっている。行動レベルでは製品の使用、経験

に関わる。経験自体は機能面、性能面、使い勝手など

ニーズを満たすことに焦点を当てる。本能レベルでは

表面上の見かけによって第一印象が形成される。魅了

されるのは、本能レベルの現象であるとされる。 

 

 

図1 処理の3レベル− 本能、行動、内省 

 

処理の3レベルにおいて美は内省レベルに関連す

る。美は、実体の内側を見る。美は意識的な内省と経

験からもたらされ、知識、学習したこと、文化に影響

される。 



 

3 複雑さ 

システムとは、定義された目的を成し遂げるため

の、相互に作⽤する要素を組み合わせたものである。

これにはサービスおよび他の支援要素を含むとされて

いる(INCOSE 2015)。構成する要素が多ければシステ

ムはより複雑であると言える。従来は単一システムで

あるクローズドシステムが主流であったが、複数のシ

ステムで構成されるシステムオブシステムズの構成が

徐々に増える。そして、現在ではユーザーサイドに意

思決定を委ねる未知のシステムとの接続を前提とした

オープンシステムのサービスが主流となっている。各

システムの複雑さについて表1にまとめた。 

表1 システムと複雑さの関係 

シ ス テ ム

の特徴 

1つのシス

テム 

複数のシス

テム 

開放された

システム 

シ ス テ ム

のタイプ 

クローズド

システム 

システムオ

ブシステム

ズ(SoS) 

オープンシ

ステム 

変化 静的 動的 動的 

複雑さ 低い やや高い 高い 

 

4 日本型サービスにおける価値共創 

日本のサービスにおける価値共創は明示的なコミュ

ニケーションに基づく相互作用とは異なり、コンテク

ストを活用した暗黙的なコミュニケーションに基づく

とされる（原ら 2013）。「慮り」、「見立て」、

「擦り合わせ」が日本型サービスの特徴として指摘さ

れている。コンテクストとは、背景知識、文脈、ある

いは、それに関わる解釈や意味づけのための情報であ

るため、ノーマンの指摘する内省レベルと同義であ

る。本研究はデザイナーによるサービスデザインとし

て「見立て」における美しさと複雑さの考察を行う。 

 

5 美しさと複雑さの考察 

5.1 幕の内弁当 

栄久庵は幕の内弁当が日本のデザイン哲学のメタフ

ァーであることを紹介している。幕の内弁当の詰め込

む性質には多くの長所があり、料理の配置と盛り付け

の細部に注意が向けられるようになる。多くのものを

小さな空間に詰めながらも、なおかつ美的感覚を維持

するというのは、日本のデザインの本質である（栄久

庵  1981）。多いことが良いことだという哲学に従

い、誰もが何かしら口にあるものを見つけられるよう

多種類の食べ物を提供する。それは実用的、労働する

人のための弁当に由来しており、機能性、実用性、そ

して美を併せ持っていると同時に、哲学における実践

でもある。（ノーマン 2004） 

幕の内弁当には作る人と食べる人が弁当という見立

てを通してコミュニケーションが行われる。作り手の

美意識によって内省レベルの処理に基づき、配置と盛

り付けがなされる。食べる人は弁当の見立てによって

内省レベルに基づく情動が生じ、美の内面を形成す

る。文化的レベルの経験や解釈が一致する場合には弁

当を通して作る人に対する共感が生まれる。 

 

5.2 茶道 

茶の文化においては空間、工芸、食、手前などのイ

ンタラクションやインターフェースが高度に統合され

た総合芸術である。茶室のサービスシステムは複雑さ

を増し、茶室、茶器、茶、所作といった複数のデザイ

ナーの美意識が存在し、オープンシステムとしての複

雑さを増す。しかし、長い年月を培ってきた茶道の文

化によってデザイナーやユーザーの内省レベルの一定

の秩序が存在し、茶室内において情動と美が共通の美

意識として関連付けられると考えられる。 

 

6 結論 

考察の結果からサービスデザインにおける美しさの

構造を図2のモデルで示すことができる。 

 

 

図2 サービスデザインにおける美しさの構造 

 

コンテクストとの関係性からデザイナーの美意識が

形成され、見立てとしてサービスがデザインされる。

ユーザーは見立てによってサービスの第一印象を形成

し、情動によって美を意識する。ユーザーもまたコン

テストとの関係性によって内省レベルを形成する。こ

の内省レベルの共感が高ければユーザーにとってより

美しいサービスとして認識されると考えられる。複雑

なシステムに対応するためには内省レベルでコンテク

ストとより深い関係性を持つ美意識が求められると言

える。今後は「慮り」や「摺り合わせ」といった他の

価値共創モデルにおいても同様に考察を行い、サービ

スデザインにおける美しさについて考察を深める。 
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