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　日本品質管理学会のサービ
スエクセレンス／生産革新部
会主催による「第９回知識共有
会」が６月24日、オンライン会
議で開催され、東京大学の原
辰徳氏を講師に招き、「エクセ
レントサービスの国際標準化
に向けて 〜エクセレントサー
ビスの設計に重視すべき４つ
のポイント〜」をテーマに講
演とディスカッションが催され
た。プログラムは原氏の講演
60分間、講演に基づいた会議
参加者とのディスカション60
分間という構成。本稿では原
氏の講演内容を紹介する。（本
誌編集部）

　東京大学の原です。今日はエクセ
レントサービスの国際標準化に関す
る活動についてご紹介いたします。
今回ご紹介するISO/TS 24082の
WD(作業原案）は１週間ほど前にで
きたばかりのものですが、皆様への
紹介を通じて、この規格が実際に産
業界の方々に使っていただけるもの

エクセレントサービスの国
際標準作りは何を目指し
ているか？

■これまでの規格作りの経緯
　まず、エクセレントサービスの国
際標準作りの流れを整理しておきま
す。この年表（図表１）の赤い背景が
国内での活動、青い背景はドイツ国
家規格のDIN、欧州規格のCEN、
国際規格のISOでの活動を示して
います。国内ではまず、2009年に
JSTの「問題解決型サービス科学
研究開発プログラム」を通じて日本
のサービス科学のコミュニティが形
成され、サービス学会が設立されま
した。その後、日本品質管理学会・
日本規格協会・サービス学会の合
同で「サービスのQ(品質）計画研
究会」が発足し、続けて同研究会の
成果を受けて「サービス標準化委員
会」が2017年に発足しました。
　一方、世界では、ドイツを中心に
サービスエクセレンスに関するDIN
やCENの規格作りが行われ、2017
年にドイツ提案でISO/TC312が設
置されました。日本はこれを受けて、
TC312の国内審議委員会を立ち上
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なのかを、一緒に考えていければと
思います。

サービスの３つの方向性

　さて、「サービス」とは一体どう
いう意味なのでしょうか。ここでは、
サービスの概念が持つ３つの方向性
を紹介します。
　１つめは「顧客体験の重視」。製
品中心から顧客体験中心へシフトし
ていくこと。
　２つめは「顧客との共創への注
目」。製品を作って終わり、サービス
を提供して終わり、ではなくて、顧客
と一緒に新しい使い方を探したり、
知識を蓄積したりして、新たなサービ
スを共に創っていくこと。
　３つめは「使用データの利活用
も取り入れた持続性の強化」。例え
ば、製造業のサービス化も、様々な
製品やサービスの使用データの利
活用がベースになっており、そうする
ことによってサービスの持続性を高
めていくことができます。今回ご紹介
する規格も、この辺りを意識しながら
お話をしたいと思います。



ISOS September 2020　47

NEWS & REPORTS

げました。TC312には、現在３つの
WG(作業部会）が設置されていま
す。WG1はモデルと原則、WG2は
エクセレントサービスの設計、WG3
は計測と評価について議論しており、
日本はWG2を主導しています。順
調にいけば来年の今頃には、WG1
はIS（国際規格）、WG2はTS(技術
仕様書）を発行する予定です。

■TC312が目指していること
　ここからは、昨年10月に開催され
た「第3回サービス標準化フォーラ
ム」で発表されたドイツのMatthias 

Gouthier教授（ISO/TC312議
長）の講演内容を引用して、国際標
準作りが何を目指しているかについ
てお話したいと思います。
　昨今では顧客満足度は主要な事
業目標になりましたが、顧客満足度
を高めたとしても、顧客ロイヤルティ
には必ずしもつながらなくなってき
ていることが言われています（図表
2）。それに対して、サービスエクセ
レンスでは、顧客満足度だけではな
くて、さらに顧客のデライト（強い喜
び）を加味して、顧客ロイヤルティ以
降の効果の連鎖をきちんと作ってい

きたいと考えているわけです（図表
3）。また、顧客が満足している状態
と、顧客がデライトを感じている状態
とでは、再購入や他者への推奨の
行動において大きな差が出ると言わ
れています。ですので、顧客満足度
の次のターゲットはデライトだとなる
わけですが、Gouthier教授らの研
究グループの調査によると、70％強
の企業がデライトは重要と認識する
一方で、顧客に対して実際にデライト
を提供できていると感じている企業
は10%程度であり、認識と実現には
大きな差があると言われています。

図表１　エクセレントサービスの国際標準作りの年表

図表２　顧客満足度の効果連鎖（エフェクト・チェーン） 図表３　デライトと協調した顧客満足度の効果連鎖

Matthias Gouthier,“VISION AND UP-TO-DATE INFORMATION ON ISO/TC 312”, 第 3 回サービス標準化フォーラム , 2019. の講演資料を元に作成
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■デライトとは何か
　では、デライトとは何でしょうか？ 
日本語に訳すのであれば「強い喜
び」が近いと思いますが、TC312の
議論の中でよく出てくるデライトが
持つ意味は「ポジティブな感情」で
す。そして、顧客が抱く期待との合致
が「満足」であるので、「期待以上」
がデライトをもたらすというのがひと
つの考え方です。あるいは、「この組
織・人は、私のことを大切にしてくれ
ている」という顧客の感覚、これもポ
ジティブな感情の要因のひとつであ
り、デライトにつながると言われてい
ます。さらに、英語のWow!に代表
とされるような、良い意味での驚き
や感動がデライトを増大させると言
われています。私たちにとって馴染

みのあるものでは、狩野紀昭先生が
提唱された狩野モデル（図表4）にお
ける「魅力的品質」がデライトに非
常に近いですね。
　ここで、Russel lの「感情円環
モデル」（図表5）を紹介したいと
思います。これは「快」「不快」の
軸（Valence）と覚醒度合いの軸

（Arousal）の2つから構成されて
いて、これらは例えば脳波計測を通
じて取得されます。この平面には、典
型的な感情との対応が予めとられて
いますので、例えばあるＣＭに対して
抱く人々の感情を評価できます。これ
によれば、デライトは、落ち着いた心
地よい状態（図の右下の領域）では
なくて、快に加えて覚醒している状態

（Arousalが高い状態、図の右上の

領域）の時に生じるといえます。私た
ちが目指すデライトも、「落ち着いた
満足」ではなく、「驚きのような覚醒
を伴った心地よさ」です。
　「ネットプロモータスコア（Net 
Promoter Score: NPSⓇ）」をご
存知の方もいらっしゃると思います。
NPSでは、「満足しましたか？ 満足し
ませんでしたか？」を問うのではなく、
「この製品やサービスを他者に薦め
る可能性はどれくらいありますか？」
を、0（全く思わない）から10（非常
にそう思う）の段階で問うものです。
9～10は「推奨者」、７～８は「中立
者」、0～６は「批判者」とし、「推奨
者の割合」から「批判者の割合」を
引いたものが「NPS」、すなわち正
味の推奨者の割合であるとしていま

図表４　狩野モデル 図表５　Russellの感情円環モデル
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す。NPSは、顧客ロイヤルティを測る
指標と方法としてよく知られており、
TC312でのデライトの議論の中で
もよく出てきます。

■「サービスエクセレンス」とはど
のような概念か
図表６に示す「サービスエクセレン

ス・ピラミッド」が、DINやCENの規
格でもともと述べられていた「サービ
スエクセレンス」の概念を示した図
です。これはサービスのレベルを４段
階に分け、レベル１は約束した通りの
機能を提供できること、レベル２は顧
客からの意見や苦情をきちんとマネ
ジメントできること、レベル3は個別
化したサービスを提供できること、レ
ベル4は驚きを伴うサービスを提供
できることです。これらのうち、カスタ
マーデライトは、レベル３・４のレベル
でもたらされるとされています。
　このレベルを国際規格に当て
はめてみますと、レベル１にはISO 
9001、レベル2にはISO 10002な
どが相当しますので、今度はレベル
３・４を対象にした国際規格を作ろ
うということになりました。そこで、
図表７にあるように、ドイツ提案で
TC312が設置され、ISOでの議論
が始まりました。

■「エクセレントサービス」と「サー
ビスエクセレンス」の違い
　ここからエクセレントサービスの話
になりますが、その前に「エクセレン
トサービス（Excellent Service）」
と「サービスエクセレンス（Service 
Excellence）」という２つの用語の
違いを理解しましょう。

それをエクセレントサービスという目
に見える提供物に変えることによっ
て、顧客にデライトがもたらされ、ロイ
ヤルティが高まり、より良い効果が生
まれる、というわけです。
　ものづくりの考え方で似たものとし
て、東京大学の藤本隆宏先生がい
われているような、QCD+Fという
深層の競争力と、顧客が直接把握
できる4P（Product、Place、Price、

　エクセレントサービスがデライトを
もたらす行為や提供物であるのに対
して、サービスエクセレンスはその源
となる組織能力（Organization's 
Capability）を意味します。「サー
ビス エクセレンス の 効 果 連 鎖

（Service Excellence Effect 
Chain）」（次頁図表８の上図）で説
明しますと、組織能力はそのままで
は組織に内在して表に出ないので、

図表６　サービスエクセレンス・ピラミッド

図表７　ISO/TC312の設置と各WGの開発規格

CEN/TS 16880 を元に作成
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Promotion）という表層の競争力
の区別があります（図表８の下図）。
これを、TC312の作業に当てはめ
るなら、WG1は組織能力を、日本が
主導しているWG2は表層の競争
力、つまりエクセレントサービスの実
装について議論しているわけです。
WG3は、QCD+Fほどではないか
もしれませんが、組織能力をどのよう
に測り、その指標を実際の製品にど
う転化していくかを議論することに
なっています。
　TC312にドイツから提出された資
料では、組織能力としてのサービス
エクセレンスの４つ側面として、「サー
ビスエクセレンスリーダーシップと
戦略」「サービスエクセレンス文化」

「卓越した顧客経験の創出」「サー
ビスエクセレンスのオペレーション」
が挙げられています。この中の「卓越
した顧客経験の創出」が、WG2が
深掘りしているテーマです。
　日本が2019年6月に発行した「エ
クセレントサービスのための規格開
発の指針」（JSA-S 1002 図表９）
では、「エクセレントサービス」に「共

創」の考え方を取り入れられていま
す。そこで、ドイツ側が提案するサー
ビスエクセレンスの考え方をベース
に、顧客と一緒に創り上げていくとい
う共創の考え方を取り込んで、エク
セレントサービス設計の規格を作っ
ているところです。

エクセレントサービスの基
本と設計原則

■サービス設計の原則
　ここからはエクセレントサービスの
基本と設計原則の話に入ります。す

でにご紹介したサービスエクセレン
ス・ピラミッドには直接提供すべきも
のが示されていませんので、図表10
に提供物（基本サービスとエクセレ
ントサービス）の観点から明示しまし
た。基本サービスは顧客満足が目標
であるのに対して、エクセレントサー
ビスは、卓越した顧客体験を提供
し、顧客のデライトを獲得することが
目標になります。私たちがWG2で作
ろうとしているのは、このエクセレン
トサービスの設計の規格です。
　ここで、一般的によく知られてい
るサービス設計を紹介しておきた
いと思います。Marc Stickdorn

図表８　「エクセレントサービス」と「サービスエクセレンス」の違い 図表９　JSA-S 1002

ISO/WD 24082 を参考に作成

図表10　エクセレントサービスとは？
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が2011年に「This is Service 
Design Thinking」という本で

「サービスデザイン思考の５原則」
というのを発表しています。それ
は、「１．USER CENTRED（顧客
中心）」「2.CO-CREATIVE（い
ろいろな人たちと一緒に創る）」
「3.SEQUENCING（点ではなく
線で捉える）」「4.EVIDENCING

（ 無 形ではなく目に見える形に
する）」「5.HOLISTIC（全体を
見る）」というものです。この原
則は2018年に改訂され、６原則
になりました。「Co-Creat ive」
が「Collaborat ive（共働）」と

「Iterative（反復）」に再定義され
るなどの変更がありますが、そのほ
かは基本的に同じです。
　私たちは当初、このような実務
的によく知られた原則があるのだ
から、これをうまく含めながら「エク
セレントサービスの設計」の規格を
作ればいいと考えていました。です
が、２０１９年10月のTC312の第4
回総会で、海外のメンバーから「い
や、私たちが対象とするのはあくま
でもレベル３・４だから、レベル１・２の
内容は含めないほうがいい」という
指摘を受けたのです。含めないこと
で、新しい規格の必要性が強調で
きるし、よりシンプルになるというわ
けです。そこで、私たちの取った戦
略は、「エクセレントサービス」の図
の上の部分だけ、すなわちエクセレ
ントサービスに特化した規格を作る
ということでした（図表10の上）。
これを「エクセレントサービスのた
めの設計（Design for Excellent 
Service: DfES）」、と呼びます。

　先ほど紹介したStickdornの原
則となるべく被らないように、エクセ
レントサービスのための設計の原則
を用意しました（図表11）。１つめは
「感情的（Emotional）」。特にポジ
ティブな感情をもたらすことが重要で
す。２つめは「適応（Adaptive）」。
一人ひとりに適切なサービスを提
供できること、様々な変化に素早く
対応できる仕組みを持つことなど
です。３つめは「顧客との共創（Co-
creative with customer）」。Co-
creativeは、「サービスデザイン思
考の５原則」の中にもともとありまし
たが、改訂版には含まれておらず、
マーケター、デザイナー、経営者、現
場担当者など、内部関係者間の協
働という意味合いが強かったので、
ここでは「顧客」との共創を明確に
しました。４つめは「組織および顧客
視点との整合（Consistent with 
the organization and customer 
perspective）」。いくら良いアイデア
を作っても、それを実現する組織能
力がついてこなければダメなので、
自分たちが今どのレベルにあって、そ

れに見合ったサービスを顧客視点で
作っているかについて、常に確認しな
がら取り組むことが大切です。

エクセレントサービスの設
計活動

■エクセレントサービスの設計活
動のモデル
　ここから先は具体的な設計活動
を見ていきます。これも前述した第4
回総会での話になりますが、エクセレ
ントサービスの構造的＋静態的なモ
デルを中心に規格を組み立てようと
したところ、またも海外のメンバーか
ら「理解のための概念図ではなく、
具体的に何をすべきかという、組織
にとっての行動を中心に書くべきで
はないか」という指摘を受けました。
また、人間中心設計プロセスの国際
規格（ISO 9241-210:2019）があ
るので、それを参考にしてはどうかと
いう意見ももらいました。この規格に
は「利用状況の把握と明示」「ユー
ザと組織の要求事項の明示」「設計

図表11　エクセレントサービスのための設計（DfES）の原則
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による解決策の作成」「要求事項に
対する設計の評価」という４つからな
る設計活動の循環プロセスが書か
れています。これは、例えば企画段
階や製造段階など様々な段階にお
いて、この４つの設計活動を入れて
回し続けなさいということを意味して
います。
　こうした考えを参考にして、エクセ
レントサービス版の設計活動プロセ
スを示したのが図表12になります。
A）からD）の４つの並びは手順を示
しているのではなく、中核となる設
計活動間の依存関係、インプットと
アウトプットの関係を示しています。
循環していますし、「どこから始まる
のか、よく分からない」と思われるか
もしれません。使い方としては、ゼロ
から新サービスの企画を考えるなら
A)から始める、すでに世の中にある
サービスを分析・改善したいのなら、

D）から始めるなどが考えられます。
　個々の設計活動について話をす
る前に、幾つかの用語を図表13で
説明します。二重の円環の真ん中

に「カスタマーデライト」があります。
「（通常の）顧客経験」と「卓越した
顧客経験」があり、「卓越した顧客
経験」が「カスタマーデライト」につ

図表12　エクセレントサービスの設計活動の中核部

図表13　エクセレントサービスの構造モデル

[Hara 2020] を元に作成

ISO/WD 24082 を参考に作成
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ながります。組織の活動は外側の円
環で表されており、内側の円環であ
る「カスタマージャーニー」と並ん
でいますが、要所要所の「顧客接点

（Touch points）」で両者が交わ
ります。また、品質を評価する大事な
ポイント、定点観測すべきポイントが
あり、それを「データ取得点（Data 
points）」と呼んでいます。また、通
常のサービス設計では１回の取引
を対象にというケースが多いのです
が、エクセレントサービスは絶え間な
く改善を続け卓越した顧客経験が
続いていくことをポイントにしている
ので、「継続的な使用とサービス提
供」「次の設計と管理活動」という
言葉をあえて使っています。

■４つのステップの具体例
　エクセレントサービスの設計活動
のうち、A）はWG1である程度取り
組まれてきたので割愛し、ここでは
本規格の肝になるB）、C)、D）の中
身を紹介します。

■B）独自の価値提案における顧客
接点とデータ取得点の設計
　B）の１つめは、「独自の価値提案
を作る」です（図表14）。提供物とし
てのエクセレントサービスのエッセン
スを言葉で表現したものが「価値提
案（Value proposition）」と言わ
れているものです。この用語は、サー
ビス研究だけでなく、実務ツールで
ある「価値提案キャンバス」や「ビジ
ネスモデルキャンバス」にもよく出て
きます。さらに「独自の（unique）」
という差別化を意識した言葉を付け
ています。価値提案を解説したある

記事では、例としてUberとLyftの価
値提案を紹介し、両者を比較してい
ます。
　 B ）の２つめは、「 感 情に働き
かける顧客接点を構築する」です

（図表15）。「顧客接点（Touch 
points）」とは、サービス提供者と顧
客が相互にやり取りする部分です。

従来は対面でしか直接的な接点が
なかったのが、今ではバーチャルな
接点を元に、遠隔でいろんな接点・
インタラクションを作ることができま
す。それらの顧客接点を明確にする
ということです。
　図表15の下部は、よく実務で使
われるカスタマージャーニーマップ

図表15　B-2）感情に働きかける顧客接点を構築する

図表14　B-1）独自の価値提案（Unique value proposition）を作る

よく使われるカスタマージャーニーマップの構造
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のデータを収集したり処理したりす
るのは大変なので、なるべくインター
ネット、センサ、デジタル技術を使っ
ていこうと規格で述べています。ただ
し、収集の仕組みを入れたがゆえに
顧客経験が台無しになってはいけな
い点に注意しましょう。
　このための取組みのひとつにサー
ビス・ブループリントという道具があ
ります。図表16の下部は、航空機
内サービスのブループリントを私が
教科書用に書いたものです。カスタ
マージャーニーでは顧客の行動や
感情の変化が主になりますが、サー
ビス・ブループリントの場合は、まさ
に工場の生産プロセスのように提供
者の表と裏の活動を書いて、提供の
仕組みを明確にすることに重きを置
いています。こういうブループリント
を書くことで、データポイントにつな
がる、提供者の活動のクリティカル
な箇所、ボトルネックになっている箇
所などを明らかにできます。

■C）卓越した顧客体験を促進する
共創環境の設計
　C)の１つめは、「高いエンゲージ
メントを持つ従業員の関与度を高め
る」です（図表17）。従業員のエン
ゲージメント自体を高めるというの
は、設計の規格としては言い過ぎな
ところもあるので、高い熱意を持った
従業員がサービスの中で自分の能
力を十分に発揮できる環境を作りま
しょうという言い方をしています。適
切な資源や権限を与えることによっ
て、柔軟で個別的なサービスを提供
しやすくするわけです。下部の表は、

図表16　B-3）効果的なデータ取得点（Data points）を構築する

サービス・ブループリントの例

図表17　C-1）高いエンゲージメントを持つ従業員の関与度を高める

の構造例です。まず「顧客の行動」
があって、付随する「顧客接点」とし
て、SNSやスマホのECサイトや店
舗や店員の対応などがあり、それら
が顧客の感情にどのような影響をも
たらしているかを「感情変化」の形
で視覚化します。これらをカスタマー
ジャーニーの各ステージを対象に
行った上で、具体的な「対応策」を
考えていきます。

　B）の３つめは、「効果的なデータ
取得点（Data points）を構築する」
です（図表16）。この規格の中では、
タッチポイントの兄弟の様なものとし
てデータポイントを定義しています。
顧客の目から離れたところでも、実
は顧客満足やデライト、あるいはポ
ジティブな体験を生み出すのに非常
に大切な準備や箇所があります。そ
ういったところのデータはきちんと

出典：原辰徳 : サービスブループリント（第 II 部 , 3 章 分析法）, 日本デザイン学会・松岡由幸 編集 , デザイン科学事典 , 丸善出版 , 2019.
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従業員のエンゲージメントレベルと
その行動規範をまとめたものです。
レベルは１から６まであり、熱意やコ
ミットメントが高くなるにつれ、顧客
中心の考え方になるとともに、組織
に対する高い帰属意識を持つように
なります。
　C）の２つめは、「高いエンゲージ
メントを持つ顧客の関与度を高め
る」です（図表18）。１つめが従業
員側であるのに対して、２つめは顧
客側ですので、ちょうど裏返しにし
た内容になっています。提供組織
や提供しているサービスのファンに
なってくれている人、あるいは愛着
を持ってくれる人が積極的に関わ
れるプロセスをサービスの中に作り
込むわけです。
　事例として、私が研究で取り組ん
でいる「対話型観光プランニング支
援サービス」を紹介します。個人旅
行者のように、観光に対して積極的
に関わる人たちは、自分たちでオリジ
ナルな観光プランを作ったり、それを
人に薦めたりすることを好みますの
で、それらを支援するウェブサービス
CT-Plannerを、８年くらい運用して
います。サービスの中にいろいろな
行動の選択肢を提供することで、顧
客の関与度を高めるわけです。
　C）の３つめは、「両方を統合し、
顧客接点において適切な協力関係
を築く」です（図表19）。従業員と顧
客、それぞれのエンゲージメントが高
ければ、良いものが生まれる可能性
が高くなりますが、お互いの方向性
がまったく違うとチグハグな結果に
なってしまいます。ですので、適切な
協力関係を築くことに意識を向けて

設計をしていく必要があります。適切
な協力関係があれば良い合成ベク
トルができ、平行四辺形の面積も大
きくなることを、この図は示していま
す。面積が大きくなればなるほど、良
い共創が起きるようになるのではと
考えています。

■D）エクセレントサービスとして
の設計案の評価
　ここでは、作ったサービスをどう評
価するか、あるいは作ったサービスを
世に出して、その使われ方を見るこ
とで設計をどう評価するか、などが
書かれています。まず、顧客視点で
の評価がやはり重要です。例えば、
無形のサービスに形を与えて体感で

きるようにプロトタイピングしたり、行
動観察や回顧的インタビューを実施
したり、NPSのような支持スコアを
含むフォローアップのアンケート調査
を行って分析したりします。また、設
計したサービスシステムの実現可能
性の評価も大切です。これは、設計
した顧客接点、データ取得点、共創
環境の適切性を評価するもので、デ
ジタル技術の利用可能性や効果に
も注目しています。

■共創効果のモデル化
　先ほどの平行四辺形の面積を、こ
れを何らかの物理モデルで説明でき
ないかと考えたのが、この図「てこの
原理による共創効果のモデル化」で

図表18　C-2）高いエンゲージメントを持つ顧客の関与度を高める

図表19　C-3）両方を統合化し、顧客接点において適切な協力関係を築く
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す（図表20）。これは、てこの原理を利
用した投石機で、てこの左に石が載っ
ています。てこの右に載っている荷重、
すなわち円盤の一枚一枚が従業員エ
ンゲージメントを、荷重の腕の長さが
顧客エンゲージメントを示しています。
　基本サービスの場合は、従業員エ
ンゲージメントも顧客エンゲージメント
もあまり高くないので、荷重も大きくな
いし荷重の腕の長さも短いので回転
力が弱く、石が上に飛び上がらず、水
平の状態で止まってしまいます（図表
21）。これは顧客満足度の壁を超えら
れないことを示しています。
　ところが、エクセレントサービスの場
合は、従業員エンゲージメントも顧客
エンゲージメントも高いので、大きい回
転力が与えられ、石が上に高く飛び上
がって、顧客満足度の先にある高いデ
ライトが生まれるわけです（図表22）。
　これらの模式図は、流石に規格本体
には含めづらいので付録に入れていま
す（笑）。以上です。ありがとうございま
した。

図表21　基本サービスの場合

図表22　エクセレントサービスの場合

図表20　てこの原理による共創効果のモデル化
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