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【要約】本研究は，サービス価値の測定における「自分ごと化」という概念の重要性を分析する．「自

分ごと化」とは，サービスが自分に関係すると認識し，価値共創に積極参加することである．本研究で

は，知識共創がこの概念に影響を与えているという仮説に基づいて，九谷焼の祭り来場者を対象に，オ

ーガニックフードを九谷焼食器で食事するという体験型サービスの社会実験で得たデータに根付く分

析をした．その結果から，「自分ごと化」が来場者の満足度を向上させることと，知識共創は経験価値

には影響を及ばさないが「自分ごと化」の促進に影響を及ぼしていることを示唆する． 

 

【キーワード】知識共創 社会実験 自分ごと化 

 

1. 背景 

成熟した現代経済においては，サービスが重要な役割を果たすようになった．サービスの特徴の 1つ

として無形性が挙げられるように，サービスとは保存が効かず，その場で供給者と消費者の価値共創に

よって，生産され消費されるものである(蒲生, 2008)．そして，サービスは供給者と消費者の間で価値が

共創されるプロセスであり，消費者が価値共創に積極参加することによって，供給者の生産性が高まる

(Fitzsimmons, 1985)とともに，消費者の満足度も高まる(Czepiel, 1990)． 

しかし，サービス価値に関する測定方法は，これまで消費者の積極参加の観点からは，十分に研究さ

れて来なかった．サービス価値に関する測定方法の研究として代表的なものに，サービスにおいて得ら

れた経験を価値として測定する経験価値がある(Schmitt, 1999)．経験価値とは，消費者が企業やブランド

との接点において，実際に肌で何かを感じることで消費者の感性や感覚に訴え掛ける価値のことである．

しかしながら，提唱されている経験価値に関する 5つのモジュールについては，解釈が難しい点が多く，

その活用方法についても，十分に明確にされていない(長澤・大津, 2010)． 

この経験価値を知識科学の視点から捉え直すと，経験価値とは外部からの形式知として，何らかの刺

激を受け取ったことに対する消費者の反応をサービス価値として評価しようとする試みであると見な

すことができる．すなわち，形式知を受け取り，暗黙知として解釈したものを測定するのである．この

ことは，形式知を暗黙知へと変換する知識の内面化プロセス(Nonaka and Takeuchi, 1995)が，サービス価

値を測定する上で重要であることを示唆する． 

知識の内面化を促進する観点から考えると，流れている情報を自分と関係しているものと認識する

「自分ごと化」の概念(日本新聞協会広告委員会, 2013)が，サービス価値の測定において重要な指標と成

り得る．「自分ごと化」は，広告の分野から派生した概念であり，情報化社会において，氾濫する情報

を如何に消費者に受け止めてもらえるかについて分析する上で提案された概念である(博報堂 DY グル

ープエンゲージメント研究会, 2009)． 

サービスにおける「自分ごと化」とは，価値共創を担う消費者が，サービスが自分に関係するという

認識によって，知識の内面化を促進し，価値共創に積極参加するようになって，価値共創の質が向上す

ることである．また，サービスの「自分ごと化」においては，価値共創における知識の内面化を促進す

ることが重要であるため，供給者と消費者の間での知識共創が重要となる．したがって，知識共創が「自

分ごと化」に与える影響を明らかにすることを本研究の目的とする．そして，「自分ごと化」が価値の

向上にどのように貢献するのかを分析するために，経験価値との比較という視点から，消費者満足度と
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の関連性について分析する．  

 

2. 社会実験 

2.1 実施フィールド 

 研究対象として，石川県の伝統工芸である九谷焼の祭りを取り上げる．地域産品を中心とする祭りは，

来場者に当該商品の購入機会の提供だけでなく，その地域や当該商品について深く理解してもらう重要

な役割も果たす．これまでの多くの地域産品に関する祭りは，来場者が受動的に産品を購入する Goods 

Dominant-Logicの形式であった(Vargo and Lusch, 2004)．しかし，祭りをサービス空間と捉えると，来場

者の満足度を高めるために，サービスに関する使用価値及び使用プロセスを高めることが重要である

(Bitner, 1992)． 

 具体的には，2013 年 11 月 2 日から 4日の 3 日間に，石川県能美市で開催された九谷陶芸村まつりに

おいて，祭り主催者及び九谷焼陶器と食事をそれぞれ提供する供給者の協力を得て，社会実験としての

体験型サービスを提供するブースを運営した．九谷陶芸村は九谷焼問屋が集結した団地であり，九谷焼

に関する美術館や資料館がある．また，毎年 5月には春の九谷茶碗まつりを開催し，11月には秋の九谷

陶芸村まつりを開催する． 

今回の社会実験のブースは，地元のオーガニックフードに九谷焼の食器を用いて，料理メニューと食

器の選択という参加体験を通じて，食事をするというものである．ブースを運営するために，2013年 2

月から継続的に九谷陶芸村事業者とともに「九谷陶芸村活性化フォーラム」を開催してきた．これまで，

九谷陶芸村活性化フォーラムは 3回開かれており，このオーガニックフードのレストランを運営すると

いう企画は，その中で議論されてきたものである． 

 

2.2 知識共創のためのサービスデザイン 

 次に，体験型サービスにおける知識共創のためのサービスデザインについて記述する．今回，食事体

験を提供するにあたり，石川県の個人事業である『niginigi』と『こくう』の 2つのケータリング事業者

から協力を得た．1 日目と 2 日目は，オーガニックフードを中心とした弁当のケータリングをしている

事業者である『niginigi』が担当し，3 日目は，金沢市のパン屋であり，イベント時にケータリングもし

ている『こくう』がサービスを提供した．北陸先端科学技術大学院大学の学生及び教員も各日数名補助

に回った．今回，ケータリング事業者の彼らには地元のオーガニックフードを中心とした 2種類の食事

メニューを用意するように要請した． 

 食事体験には，主に 4 つのフェーズがある．それは，(i)料理メニュー選択，(ii)九谷焼食器選択，(iii)

盛り付け観賞，(iv)食事である．第 1 フェーズの料理メニュー選択とは，それぞれのケータリング事業

者が用意した 2種類の料理メニューの中から，来場者が気に入った方を選択する段階である．『niginigi』

は和風メニューとエスニック風メニューのワンプレートランチを，『こくう』はサンドイッチとキッシ

ュのそれぞれのランチメニューを用意し，来場者に選んでもらった． 

次に，九谷焼食器選択では，九谷陶芸村内の各店舗から提供してもらった 10 種類の食器の中から，

来場者にどの食器で食事をしたいのかを選択してもらう．食器の選定は，事前にケータリング事業者と

九谷陶芸村店舗事業者が集まった会合で，協議の上で決定した．そして，選択した九谷焼の食器に選択

した料理メニューを盛り付ける段階を来場者が観賞し，その後，テーブルに移動して食事を楽しんでも

らう．場所は，九谷焼資料館 2階の和室を利用した． 

 

3. 効果検証方法 

3.1 対象 

本研究では，このサービスを体験した来場者に対して，質問紙調査を実施した．質問紙は，延べ 3日

間で約 200 枚配布し，111 枚を回収した．質問紙の内容は，来場者のプロフィールを表す「フェイス項

目」，食事体験における「満足度」，使用価値及び空間要素に関する「経験価値」，認識変化及び積極

性に関する「自分ごと化」，自分ごと化に影響する他者との「知識共創」の 5つのパートで構成されて

おり，これで得られた来場者の属性に関するデータに基づいて分析する． 

  

3.2 質問内容 

 まず，フェイス項目では，年齢・性別・九谷焼食器での食事体験・日常でのオーガニックフード意識・
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九谷焼の所持について質問している．年齢は，何十代であるかの自由記述式である．性別は男性か女性

か，九谷焼食器での食事体験と九谷焼の所持ははいかいいえか，の選択式である．日常でのオーガニッ

クフード意識は，あてはまらない・ややあてはまらない・どちらともいえない・ややあてはまる・あて

はまる，のリッカート式である． 

 次は，満足度項目である．満足度項目は，料理メニュー選択満足度・食器選択満足度・食事満足度の

3 つの質問で構成され，全てあてはまらないからあてはまるまでの 5 つの選択肢でのリッカート式であ

る．サービスプロセスの中で，盛り付け観賞は来場者や供給者の状況によって省略される恐れがあった

ために質問紙から除外した．残りの 3つのフェーズそれぞれの満足度を測定することにより，サービス

全体の満足度として評価する．具体的には，料理メニュー選択満足度は「オーガニックフードを意識し

ながら料理メニューを選ぶのは楽しかったですか」，食器選択満足度は「料理メニューに合う九谷焼食

器を選ぶのは楽しかったですか」，食事満足度は「九谷焼食器で食事をするのは楽しかったですか」と

いう質問をした． 

 経験価値は，Schmitt によると SENSE・FEEL・THINK・RELATE・ACT の 5 つのモジュールがある．

質問はこのモジュールに合わせて 5つ設定した．そして，これらの質問に対して，あてはまらないから

あてはまるまでのリッカート式によって調査した．まず，SENSE とは，感覚的経験価値のことであり，

五感に働き掛ける刺激による経験を指す．例えば，臭いを嗅いで臭いと感じることなどがある．本研究

では，食事体験を提供するので，味覚による食事の美味しさについて質問した．具体的には，「美味し

く食べることができましたか」という質問である． 

FEEL とは，情緒的経験価値のことであり，感情的な経験を指す．例えば，感動的な体験をすること

などが挙げられる．本研究では，店舗内雰囲気の心地良さについて質問する．具体的には，「店舗内の

雰囲気は心地良かったですか」である．店舗の雰囲気を改善するために，スピーカーを用意して，落ち

着いた雰囲気の BGMを流すことや，接客態度の改善などに努めた．THINKは，創造的・認知的経験価

値である．これは，知性や好奇心に訴え掛ける経験のことであり，例えば，どのようにしてそのサービ

スが提供され得るかを考えさせることなどがある．本研究では，料理メニュー及び食器選択における創

造性について質問する．具体的には，「メニュー選択や食事体験の中で創造性を掻き立てられましたか」

という質問をした． 

RELATE は，準拠集団や文化との関連付けことで，特定の文化や集団の一員であるという感覚を指し，

例えば，友人と一緒に参加したことによる連帯感がある．ここでは，他者との体験共有という形で質問

した．具体的に，「この体験を誰か（友人・スタッフ・SNS等）と分かち合えましたか」という質問を

した．ACTとは，肉体的経験価値とライフスタイルへの影響のことである．これは，新たなライフスタ

イルの発見などのことであり，健康に好影響があることを知って，新しく何かを習慣的に食べ始めるこ

とが例に挙げられる．本研究では，九谷焼という特別な食器を用いての食事体験について質問した．具

体的な質問は「オーガニックフードを九谷焼食器で食べるのは楽しかったですか」である． 

 そして，自分ごと化に関しては，料理メニューの認識変化・食器の認識変化・厚生の質向上・知的好

奇心刺激の 4つの質問を設定し，他と同様にリッカート式を用いた．料理メニューや食器に対する認識

が変化し，その結果として，その認識変化が自分に厚生の質向上の価値をもたらすと認識する．或いは，

より深く料理メニューや食器について知りたいと思うようになる，つまり，サービスに積極参加するよ

うになることについて質問している．具体的な質問内容は，それぞれ料理メニューの認識変化が「オー

ガニックフードに対する認識は変わりましたか」，食器の認識変化が「九谷焼に対する認識は変わりま

したか」，厚生の質向上が「これらの認識が変わったことであなたの生活が豊かになると思いますか」，

知的好奇心刺激が「九谷焼のことをもっと知りたいと思いましたか」である． 

 知識共創は，スタッフとの知識共創・資料との知識共創・料理メニューとの知識共創・食器との知識

共創の 4つについて，リッカート式で質問した．今回の社会実験においては，知識共創を各要素とのイ

ンタラクションが食事体験にとって参考となったと感じたかという視点から質問している．また，資料

との知識共創とは，今回の体験型サービスに関する情報を，図表を交えて記述した A0 サイズのポスタ

ーを壁に展示し，加えて，質問紙の裏面にも同様の物を縮小コピーした．資料とは，この 2つの資料を

指す． 

具体的な質問内容は，スタッフとの知識共創が「スタッフとの会話はメニュー選択や食事体験をする

上で参考になりましたか」，資料との知識共創が「ポスターはメニュー選択や食事体験をする上で参考

になりましたか」，料理メニューとの知識共創は「オーガニックフードを意識することはメニュー選択
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や食事体験をする上で参考になりましたか」，食器との知識共創が「九谷焼食器に触れることはメニュ

ー選択や食事体験をする上で参考になりましたか」である． 

 

3.3 分析方法 

本研究は，自分ごと化というこれまでに十分に研究されていなかった概念に関する探索的な研究であ

るため，データ分析の手法には，クラメールの連関係数を用いた(Cramer, 1999)．これは，データにおけ

る属性同士の相関関係を分析する手法である．これにより，各質問について，その他全ての質問との相

関関係を分析し，相関行列を作った．更に，結果の解釈を容易にするために，相関行列をグラフとして

可視化する(宮川，1997)．閾値は，重要な関係性を重点的に見るために，0.5に設定した． 

属性の関係性を同時に可視化することにより，探索的に各属性間の関係性や位置付けを見ることがで

きる．そのことにより，データに根付く基礎的な分析を実施した．更に図において，各属性に同じ色付

けをすることにより，視覚的に質問パート毎の概念をまとまりとして認識できる．また，設定した質問

内容の妥当性について議論する上でも有効である．設定した閾値よりも高い関係性を示すことができな

かった質問は，図示されない．これは，設定した質問が，調査しようとした概念を正しく反映していな

いことを示唆しており，質問文章や仮説の再設定を促す． 

 

4. 結果と考察 

4.1 社会実験の結果 

 分析結果を，図 1に示す．フェイス項目は黒色，満足度は赤色，経験価値は青色，自分ごと化は緑色，

知識共創は紫色の枠で表現している．そして，計算の閾値を 0.5に設定した結果，21の質問の内，17の

質問が他の質問と一定の相関関係にあることを明らかにした．相関関係が見られなかったのは，経験価

値における FEEL・THINK・RELATE の 3 つの属性と，知識共創における資料との知識共創の属性であ

る． 

 

 
図 1：体験型サービスにおける属性の相関行列グラフ化モデル 
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FEEL 属性が観測されなかったことは，来場者が食事体験を通じて，感情的な経験をすることが少な

かったことを意味する．このことから，店舗内の雰囲気を食事体験に合わせた情緒的な設計をすること

ができていなかったことが示唆される．今回，BGM の選曲について十分に議論できなかったことに加

え，会場となる和室も第 1候補としていた場所ではなかった．その結果として，満足度に好影響を与え

るサービス空間設計ができていなかったことが分析結果から明らかになった．  

THINK属性が観測されなかったことは，料理メニューや食器の選択において，来場者は創造性を喚起

されなかったことを意味する．これが観測されなかった理由として，料理メニュー選択や食器選択にお

いて，選択に没入させる仕掛け作りが不足していたことが挙げられる．もう 1つの理由として，「メニ

ュー選択や食事体験の中で創造性を掻き立てられましたか」という質問が，ダブルバーレル質問となっ

ていた可能性が考えられる．  

RELATE 属性が観測されなかったことも，来場者が体験型サービスに強く没入できなかったことを示

唆している．その理由は，今回の体験型サービスにおいて，明確に体験の共有を意図したサービスプロ

セスを設計しなかったからであると考えられる．知識共創の属性が確認されたのに対し，RELATE属性

が観測されなかったことは，知識共創が経験の共有であると見なされなかったことを意味する．おっし

て，今回の社会実験では，RELATE属性と満足度の関係性は確認されなかった． 

資料との知識共創属性が観測されなかったことは，店舗内の壁に展示したポスターや質問紙の裏に記

載した資料が，十分にこの体験型サービスを説明したものではなかったことを意味している．今回の社

会実験において，知識共創が満足度と関係性していると確認されたのは，料理メニューとの知識共創属

性だけであるが，食器との知識共創属性とスタッフとの知識共創属性は確認されたため，ここから知識

共創属性同士の関係性や知識共創属性と他の質問との関係性が示唆される． 

 

4.2 自分ごと化に関する考察 

 図 1から，フェイス項目・満足度・経験価値・自分ごと化・知識共創のそれぞれ 5つのパートが集合

的に観測された．このことから，5 つのパートについて設定した質問が，それぞれの概念を一定の割合

で表現できていると言える．また，図の中央にある赤い枠の満足度のパートを境に，左側にフェイス項

目と経験価値のパート群，右側に知識共創と自分ごと化パート群に分かれていることが図から確認でき

る．これは，大きく分けて 2つの要因が，それぞれ満足度に影響を及ぼしていることを表す． 

それぞれの要因について見ていくと，左側のパート群の 1つである経験価値パートにおいては，ACT

属性が最も他の属性に強く影響を及ぼしており，重要な属性であることがわかる．これは，今回の体験

型サービスが，来場者にライフスタイルの変化という経験を提供したことを示唆する．そして，この

ACT属性は九谷焼陶器の所持や九谷焼食器での食器体験の有無が関係している．これは，これまでにそ

のような体験がなかった人が，初めて食事体験をしたことでライフスタイルの変化という経験を獲得し，

それが満足度に繋がっていることを示唆する． 

図 1 は，ACT 属性及び SENSE 属性の経験価値パートやフェイス項目パートが知識共創パートや自分

ごと化パートのどの属性とも関係していないことを示している．このことは，知識共創や自分ごと化は，

来場者の特徴に依存せず，経験価値からも影響を受けないことを示唆する．図 1から，自分ごと化は知

識共創と満足度に関係していることが示唆される．そして，分析の結果から，自分ごと化は知識共創か

ら影響を受けて，満足度に影響を与えていることが示唆された． 

 具体的に見ていくと，自分ごと化パートでは，厚生の質向上属性が最も強く他の属性に影響を及ぼし

ている．逆に，知的好奇心刺激属性は，食器の認識変化としか関係性を持たない．これは，質問で九谷

焼に関する知的好奇心が刺激されたかどうかを聞いていたからである．そして，図からは食器と料理メ

ニューの認識変化が厚生の質向上と関係していることが確認された．これは，九谷焼やオーガニックフ

ードに対する認識が，自分の生活と関係するという認識に変化したことを示唆している． 

知識共創パートの中で最も強い影響力を持っているのは，料理メニューとの知識共創属性であった．

一方で，スタッフとの知識共創属性は，食器との知識共創属性とだけ関係性を示した．これは，スタッ

フとの知識共創が盛んになされることによって，食器に関する知識や興味が高まり，食器との知識共創

が強まったのだと考えられる．最終的には，スタッフや食器との知識共創は，他のパートにある属性に

あまり影響を与えないが，直接的にも間接的にも料理メニューとの知識共創に関係し，料理メニューと

の知識共創は，満足度や自分ごと化とも強い関係性を持っている． 

料理メニューとの知識共創属性は，食事満足度属性に対して，直接的な関係性，厚生の質向上を介し
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た関係性，料理メニューの認識変化属性を介した関係性の 3 種類の関係性を持っている．この中でも，

料理メニューの認識変化属性を介したものが，最も関係性が強い．このことは，スタッフとの会話や食

器を選択する過程を通じて，料理メニューの選択において，知識共創が促進され，料理メニューに関す

る認識の変化，すなわち，料理メニューに対する知識の内面化を促進することが，来場者の満足度向上

に繋がっていることを示唆する． 

 

5. まとめ 

 本研究では，「自分ごと化」が祭り来場者の満足度向上に貢献していることを，量的分析手法を用い

て明らかにした．そして，「自分ごと化」と経験価値を比較した結果，今回の社会実験においては，「自

分ごと化」の方がより満足度向上に貢献することがわかった．更に，サービスにおける知識共創は，経

験価値には影響を及ばさないが，「自分ごと化」の促進に影響を及ぼしていることを示した．これは，

「自分ごと化」において，知識の内面化の促進が重要であることを示唆している． 
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