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レポート、それは優れた洞察が埋もれるところ

AdaptivePathのチームは、調査に亜点を世いたデザインプロジェクトでの

腿年にわたる経験から、調査報告書というものが一般に効果的ではなく、そ

れが調査の唯一の貯蔵場所であるときが特によくないことを知っている。理

由はいくつも考えられるが、たいていは、報告啓が枕に使えるほど分厚いから

というだけのことである。

ウィルキンスの法則：凋査報告書の価値は、ファイルの厚きに反比例する。

－トッド・ウィルキンス（ToddWilkens）

これが、どこの組織でも蒋類棚何列分もの報告幹が椎にも統まれないまま

換をかぶっている理由だ。調査員には、研究機関や企業の出身者が多いが、

そこで調査を行うのは何かを証明するか擁護するためだった。つまり、紙拠は

多ければ多いほどいい。しかし、デザイン調査の簸終結果は、学術的卿在と

は根本的に異なるべきものだ。デザイン捌在に求められるのは、Ｉﾘl確な方向

性を呼び起こし、折し示すことだ。人を引きつける魅力と力強さがなくてはな

らない。洞察を与えるだけでもいけない。調査はまた共感を促すものでなくて

はならないのだ。ほとんどの報告書やプレゼンテーションは、人に共感を生む

ための手段として効果的とはいえない。

市場飼査対デザイン調査

マーケティングやデザインにアプローチする方法で、多くの組織が犯す誤り

がもう一つある。理詰上、市場調査とは市場または潜在市場を理解すること

に煎点を閥いた調査であるというだけの意味だ。それならどこの組織でもやっ

ているし、そうすることは十分理にかなっている。しかし、すでに杵いたよう

に、マーケティング分野はほとんどマーケティングメッセージの分野になって

しまっている。焦点がほぼ完全に、消費将の反靭を得るためのストーリーと

アイディアを発見することだけに向けられている。商品のアイディアを売るビ

ジネスの方が、商品そのものを光るビジネスよりも、企業として気が利いてい

てポストモダンな感じがするし、すばらしい商品であっても優れたマーケティ

ングと広告なしでは成功がおぼつかないのも事実だ。しかし、岐終的にはほ

とんどの組織が、現実の製品やサービスを作って売っているのだ。
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ここまで災い時Ⅲをかけて、愈義や感愉という無形のものについて船してき

たが、みなさんの組織が作って兜るのは形のある商ＩＨＩだ。肌客と商品やサー

ビスとの間には有形無形どちらの関係もある。ヒューマンファクターやエルゴ

ノミクスをはじめとして、さまざまな分野が有形のものに熊点を絞りすぎたの

と111じょうに、マーケティングは無形のものに１１tきをiiIきすぎる傾向がある。

商品には、それにまつわるメッセージや物ＩＭＩがあるのは川述いない｡しかし、

マーシャル・マクルーハンが指摘するように、メディア（体験、製肋、サー

ビスなど）はメッセージの基盤をなす一要素である。良い話や説押力のある

話をするだけではなく、良い製品やサービスを作ることなのだ。製砧やサービ

スのデザインにIMIする卿礎は、メッセージのための閥在とは根本的にプロセス

が異なる。

もちろんわれわれはマーケティングを軽んじているわけではない。それどころ

か、従来のマーケティング調査の畏所を組織が生かせるようにするのはもちろ

ん、限界を打破するためにも役立ちたいと考えている。典に効果的な顧客捌

在は、従来型のマーケティングアプローチとデザインアプローチの両方を仙う。

調査を組織コンビテンシーにする

われわれは、組織の中でできるだけ効果的に闘売を行うための購本原則を

二つ見つけ出した。渦炎がうまくいくのはこんな場合だ

･調査が「組織コンビテンシー」として扱われている。

･調査結果が実行可能かつ永続的である。

まとまりのある体験を提供するためには、卿査を個人やグループ、部ｌＩ１Ｉな

どの仕躯としてではなく、組織コンピテンシーとして扱うべきだ。結局のとこ

ろ、実際に製品やサービスを作るのは調査員ではない。組織全体だ。潤査で

得た洞察を調査担当の部門やグループ内に細めておくことなく、広く組織全

体に伝えることはきわめてilt饗だ。体験中心の製姉が成功するかどうかは、

共にユーザを理解し、体験への視点を共称している人たち全貝にかかってい

る。それだけ多くの人が、体験を生み出すために一役買っているからだ。ビ

十訳注：ｃ⑥mpeIEncy、乗稿を唯むための能小



6３

ジネスアナリストも、カスタマーサービスチームも、販売営業の人たちも幾ら

ず、調査貝やデザイナーと何じょうに甑客を理解している必要がある。

典に効果的な調査業務には特徴が二つある。実行可能であること、永続性

があることだ．実行可能な調壷は、デザインや開発、マーケティングなどに

対して明確に影響を与える。だからこそ、それらの部門が行った仕堺に対し

て、調在が影騨を与えることができるのだ。爽行に移せない調企は、開発中

の製品やサービスに大したインパクトを与えない。永続性のある調査から生ま

れた洞察は、調査報告会凝が終った後にも残っている。そうでなければ、企

業は顧客について同じことを何度も何庇も験ぷはめになる。

AdaptivePathでは、これから紺介する戦略を使用し、推奨することによっ

て、実行可能で永続性のある結果を弧している。

混成方式

ここまでわれわれは、時間を割いて斬しい手法について活してきたが、これ

は伝統的アプローチや定斌的アプローチが役に立たないという意味ではない。

言いたかったのは定鼠的アプローチだけでは不十分だということだ。しかし、

定性的アプローチも、それ単独では不十分だ。二つの方法を合わせたアプ

ローチが、成功を確かなものにするために峨適な戦略の一つだ。

こんな風に考えてみるのもいい。投闘の際、市嶋の複雑性とそれに付随す

る不確実性に対処するのに畑適な戦略の一つが分散投資だ。これは調査でも

同じことだ。さまざまなアプローチに時間と資源を投入することによって、馴

客の生活に関する亜要な事実が明らかになり、組織は軌道に乗る。

たとえば、市場細分化をインタビューやフィールド調査と組み合わせるこ

とによって、顧客の全体像がよくみえてくる。多くの組織が、自社で行うか

調査会社から脳入したサーベイデータの定最分析に基づいて市場細分化を

行っている。一般にこのようにして作られたセグメントは、人口統計情報だ

けでなく基本的な行動も捉えており、特に離間とメディア消費に関する行動が

よく表われる。元になる母典団が大きいため、組織は安心して、このパター

ンをインタビューやエスノグラフイなどの定性鋼壷を計画する出発点として使

うことができる。これはわれわれがAdaptivePathで、多くのプロジェクトに

用いて成功したアプローチでもある。組織に元からあった定性調査から出発す
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ることもあれば、協岡で調査票を作ることもある。この混成方式の付加的な

利点は、定性綱査によって顧客との関係の理解が深まった後にサーベイの

データを精査すると、観察された行動や態度がどれほど一般的であるかを調べ

られることだ。どちらのアプローチとも、単独ではこれほど広範囲にわたる洞

察やデザインの発想を与えてくれない。

調査をデザインプロセスに組み入れる

デザインや開発のプロセスに調査を組み入れることが、効果的な戦略である

理由が二つある。鋪一に、従業員が本気で取り組むためには、その前にあな

たの測査をm用してもらう必要がある。プロセスに巻き込むことによって、調

従結果の出所がわかるのでみんなの信用を勝ち取ることができる。これは、鯛

査を組織コンピテンシーにするために殿適な方法だ。飾二に、定性調査や文

脈調査では、「そこに居る」ことがプロセスの一環として不可欠である。これ

が調在を文脈の中で行うそもそもの理由だ。鯛在側がMII客のそばにいることに

よって、顧客の生活に何が起きているかを真に理解できるが、これはチームの

他のメンバーにとっても同じことだ。同じ部屋に居ることによって、報告書や

ビデオでは不可能でないにせよきわめて困難であった明瞭なコミュニケーショ

ンが可能になる。

鋼従のプロセスに部門外の人を加えることは、これまで計い続けてきた披実

な共感を生むために股も確実な方法でもある。外部の人を卿従に組み入れるこ

とによって、共感がプロセスの要素と成果であることが明確になり、今後通

過する行動や動機付けのパターンとまったく何じょうに重嬰になる。その結

果、共感は側在結果の永続性、行動性をともに脚める。AdaPtivePathでは、

クライアントやデザイナーや技術将たちを、われわれと一紺にフィールド鋼森

に巡れていくことや、彼らにインタビューの賦茜をかけてもらうことがあたり

前の習慣になっている。

われわれだけではない。Intelやサムスンといった大企業が、大きくこの方

向に蹄み出している。Intelは調売のイノベータとしての呼び脚が商い。「人川

と習佃（Peopleandl〕ractices)」グループを作り、研究1M発部門に社会科学

者を陥った鹸初のハイテク大企業の一つだ。現在では組織を改変し、調盗を

同社の取り組みの中心に世いている。新しい調壷主導の各グループでは、あ
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らゆるプロジェクトで、社会科学荷とデザイナーが密に巡幣してⅡ:'１Fをしてい

る。

サムスンは違うアプローチを取ったＩＩｉｌ社のグローバルデザインセンターで

は、インテルのように調査員とデザイナーが対になることはないが、同じ部屋

に腿俄された結果、非常に密に連繋して作業をしていゐ。サムスンが意撤的

に珊所の此ｲfをはかった諾果、多くの|肋Imj作堆の機会がﾉkまれた。

残念ながら、こういうシナリオがどこの組織でもIIJ能というわけではない。

融合と関与の穏度はさまざまだ（例4-2)。一ﾉﾉの端にはわれわれ（およびイン

テル）がプロジェクトで試みているアプローチがあり、組織のあらゆる部分の

人たちが参加して、フィールド、分析作陥、１１M代ﾙﾉiMLの此ｲ『と伝巡に間わ

ゐ。,ｌＷのＩｌ１央には、捌侃{が「|兇締（sl1nr(’０'11)」と称して他の部ＩＩｌｌを紬ね

ては、プレゼンテーションを皿じて洲炎結染や物冊を此ｲiすゐ糾織がある。

反対側の端では、雌小限の関わりしか持っていない。たとえば、》11社の一部

のプロジェク1,では、マネージャーや技術昔にfIi‘ｉｌＩｉをかけてもらい、｛ＩＩＪか他の

｛l:１１をしながら心研インタビューをlHI<ということがうまくできた。充全な融

合が一夜にして起こることはない、しかしどんなわずかな融合であっても役に

京つ、

目|じ部腫に

融合

融合レベル高

全員が

フィールドへ

プロセス

側４－２，淵稀とデザインの間の融合の度合には、きまざまなレベルがある！



６６’４章複雑きを捉えて共感を生む

たとえこんなわずかな関わりしかなく、その調登が社員にとってバックグラ

ウンド処理のようなものにすぎなかったとしても、チーム内に鋼査対象に対す

る共感の気持ちを育てることができる。そのマネージャーや技術者たちが、

調査結果に出てくる行動や感覚や物語に目を止めるのは、例外なく誼話で聞

いたことを思い出したときだ。そのわずかな関与によって彼らにとっての調在

が現実味を術びてくる。当初蝿森に対して不個を抱いていた人たちが、次の

ラウンドでは熱狂的な支持者になることも少なくない。

本当に役に立つ成果物とアーティファク卜↑を残す

あいにく、社内の航要人物にとっては峨小限の関わりすら不可能というこ

ともある。全貝を巻き込めないのであれば、捌売アーテイファク卜と成果物を

完壁なものにするほかはない．そんな充実した調査成果物には、重要な特徴

が三つあることがわかった。

・明瞭で無駄がなくわかりやすい

．説む人を魅了する

．背景にある物語を伝える

成果物は、企梁の収支報借併と淵なり、伝妃のように醜めるものでなくて

はならない。成果物で人を引きつけるのに特に効果的なのが、ペルソナを使う

方法だ。ペルソナというのは、顧客やユーザの典型のことで、デザインプロ

セスの中で、顧客やユーザの代理として振る舞うことができる（図4-3)。

ベルソナは目新しいものではなく、大して価値がないと考える人もいる。し

かし、われわれはペルソナを頻繁に便附して、多くの企業で成果をあげてきて

いる。良く考えられたペルソナは、洞察を伝え共感を誘うのに効果的な方法

だ。われわれの経験によれば、効果的なペルソナはエスノグラフィ的な調査

から生まれるものであり、統計データや市嶋セグメントや顧客に対する第六感

などからは生まれない。ペルソナは、リアルで完全かつ具体的でなくてはなら

ない。ペルソナには、グループやプロフィールやステレオタイプ（たとえば

ナ訳注：人造物。ここでは詞壷の過程で作られる作品のこと。



綴露

ｌ１Ｄ

ＬＬｐＡ７Ｏ?I

OfEup副加n3m16rJp刺

IIWSEILpN“A1［

３１６００００

lM9A1ION

IIoU]1,,.Tex蝿

lWWITAI訂師U5

LongTt『mRtIWQn3MF

biYUE5

E上IcC1に《犯pIfｮMα割》
[亡IでＣｌに〈砿Rual）

鍵

」ｌｌＭＬ

ｑ叩GMnfc3hnh咽軸､癖ICwofMel趣』sewflhh咽p且r2nerAReX&nc
kwoC“地t韓弘ThSymov世｡!蛭y律fhDmlhg小諏捲pf18y印１３
whEnAJEqRockapとwlcbThgyd両$饗鑑趣呼鈷?f津竺鎧L鱒

Ｃｈｕｃｌ〈

"Welovetocookandentertain,We

IovetohavepeopleoV印Ｗｅｗ３ｎｔ

ｔｈｅｍｔｏｈａｖｅａｇｏｏｄｔｉｍｅａｎｄ
ｆｅelEomfortabIehere,”

Ｄ１ＭＥＮ５ＩＮ５

ｏＨｏｍｅ$5scntImcnIqI

oHisapproachi5“I“live
･HGIr11provIs“
･ＨＧＤＩ池bothbUCOU5CheW”ｔＳｆＯａＩ１ｄ肺SIC

ＭＯＴＩＶ八Ｔ１ＱＮ５

･I化』'eMionsﾊﾉｐＡＩ１ｃｒｏｎ“Iosin8everytlling
InaIlrC,ChuCkha5Cometoseetllcbpsi5OI
homc”th“IrongbondllGhaswithAlex

･SeIfcxprc$sionHesc鴎hi5unIqUG
combinalionofIumiIu｢c‘knickl〈､“ks,and
coI1ccllbl“ａ”reIlcciionofwhohci5‘ｗｈに卜

hcw3nl51osharewitI1olhc『s･

･日ＩＩｃｒＩｄ〃ＩＩｎｌＨＣ'$Ovcry3oEinlhomcbOdy、
Ｈｉ”nnualChIis1ma5”rlyonceexEecdGda
I1undredRu“1５

閃イー３１１GTV.(FomのScrippsNetw(〕rksのプロジェクト川に作ったペルソナ

6７

｢サッカーママ｣）などではなく、それぞれに一個人としてのfi前を付けあ

くルソナは、企業全体で使うためではなく、特定の文脈やプロジェクトごと

に作る。

ペルソナは、わかりやすくするためにほぼ1ページに収まるように作り、雌

となる行､jと11ﾘj機付･けを含める。ペルソヅ･には、伽Wや'ゲ典があり現爽の'''１

題（これが人を引きつける）を抱えている。優秀なペルソナは、さらに、実

際に調介に協力した人の言った言葉を混じえながら、’'1分の,i､雌で側らを語る。

｜演のベルソナは、遠大な効果を排つこともあ為。それは、細縦がペルソ

ナを組織例のいちばん逆いところにまで広めることができあからだ。洲１１１ミチー

ムやデザインチーム以外の従業肌にも、奥深い影柳をjj･える。３歳のNGwsCo

での実話が簸適な例だろう。あの場合、ペルソナがどれだけ強くその組織のイ

マジネーションを捉えられるかが、企業の進化に雑ぴ付いていた。ペルソナが
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効果的なのは、リアルに感じられるからであり、また人間的な繋がりを作るか

らでもある。

捌企の成果物とアーテイファク卜は、洞察と共悠を共有するための方法全

体から見てほんの一部分にすぎない．ペルソナといえどもそれ単体では役に立

たないのである。優れた成果物も、みんなの協力によって広く共有されて初め

て効果が発抑される。当然のことながら、このように人を引きつける捌査アー

テイファク卜が殿も力を発抑するのは、綱礎を融合するための努力を惜しまな

い組織だ。

プロトタイプを作る

プロトタイピングは通常、閥在の一現とは考えられていないが、デザインや

側発のプロセスと調査を一つにまとめることに関して、これほど効果的な方法

は他にない。目に見える形が作られると、参加意識は高まるものだ。プロト

タイビングは、進行中の調交に全興が参加することになるので、デザイン、

エンジニアリング、マーケティングの各部門を密接に協力させる効果がある。

プロトタイプはどの段階でも使うことができて、ストーリーボード、慨念ス

ケッチ、稼動システムなどのさまざまな形態を持つ。どんな形をとる場合で

も、プロトタイプはアイディアの実世界での写像をみんなに見せることによっ

て、チームの反応を引き出してくれる。

あるプロジェクトで、人とその財産との関係を調べたことがある。われわれ

は、この複雑で私的な話題に取り組むために、エスノグラフィ的なフィール

ド調査と巡話インタビューを実施した。被験者と鹸初の何セッションかをこ

なした段階で、われわれがデザインしているサービスがどんなものになるのか

という感党をはっきりとつかみはじめた。この感覚を確かめるため、われわれ

は「デザイン」フェーズを待たずに、すぐにマンガ風のストーリーボード（６

京に実例がある）を使ってサービスの悲本部分のプロトタイプを作った。自

宅肪川の股後の15分間にこのストーリーを被験者に話して、サービスがピン

と来るかどうかを聞いてみた。ここでの反応を元にしてマンガに微隅盤を加え

ていった｡こうして、生成綱査と拝価鋼尭を兼ねることができた。糾企

フェーズが終わるころには、自傭をもって最終デザインのスタートを切ること

ができ、クライアントからは以前にも期して強い信頼を勝ち取ることができ



lxI4-4ボール紙の桁とビニール補で作ったインシュリンポンプの簡防プ1コトタイプ，ｆＩｉ

池と芯で菰最を調節してある

た。これは、作業を進めあうちに、プロトタイプからわれわれが共ｲ｢できる何

かを得られたからである，

製IHIや体験のプロトタイビングは将来のユーザとの共感をAkむためにも役立

つ．以前、誠尿描袖:皿の新しい方法を開発するプロジェクトに}州ったことが

ある。われわれのチームは'１１い段階で、紺尿捕描理器典の仙川体験を叩岬す

るためにプロ1,タイプを蝋入した。デザインチームのメンバーの''１人かは、柵

尿病忠貯が11‘附仙川するものに似た棋疑インシュリンポンプを服部に付けて数

11間過ごした（凶4.4)。棚尿捕にかかることがどんなものかを本ｌ１ｉの賦味で

知る術はないが、輔服IVIMI巡の医療機器にまつわるｕ常的な問題を多少なり

とも剛解することができた。また、プロトタイプのおかげですばやくデザイン

軍宇課
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7．’４章複雑誉を捉えて共感を“

を繰り返すことが可能になり、従来の器具による影靭をできる限り少なくした

解決城を探るのに役立った。

ここでもやはり、どんな組織にも適用できる明快な手順を示した澗在レシピ

は存在しない。何が有効であるかは、企業とその従業員の作る文化によって

決まってくるものだが、われわれの噸略を用いれば、出発点となる雅盤を作る

ことはできる。これまでに挙げた鯛迩の原則と駁略を組み合わせれば、組織

内での洲壷閲に対する見方が変わってくるはずだ。彼らの仕耶は顧客を知るこ

とだけでなく、得られた知見をIⅢ違いなく組織全体に共右させることにあ

る。企業は自社の調査貝をプロの学習者であると考えがちだが、典に有能な

澗在側は、教師でありまとめ役でもある。



人は何をなし逃げたいのか。この行動が彼らのﾉl柵にどうあてはまるのか。

どうすればこの期祢に沿うことができるのかこのような疑Ⅲlを持つことに

よって、あなたの雌点は必然的に単発のスタンドアローン製IW1から離れ、製

品をもっと大きなシステムのiii.なる一要素として考え始めるようになる

５章

｢製品｣をデザインしてはいけない
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７２１５車「製品」をデザインしてはいけない

ビジネスウイークやフアストカンパニー、フオープスなどの雑誌がこぞって

特巣妃耶を組み、インテル、マイクロソフト、ＩＤＥＯといった企業が、湖たさ

れないニーズに答える方法を知るために、どのように人を観察しているかを伝

えている。しかし雑誌記事にまず書かれることがないのは、この観察結果を

どう生かし、どうやって実際の商船開発を進めていくかについてだ。

本i1Fのはじめにあったジョージ・イーストマンと、彼がコダックカメラで届

けたかった体験の物淵を思い出してほしい。彼の布名なスローガン、「あなた

はボタンを押すだけ、あとはおまかせください」を見れば、イーストマンがあ

のカメラを、劇的に簡潔な体験を約束することを拠り所にして販売していたこ

とがわかるだろう。しかし、イーストマンがその納果を得るためには、jltに使

いやすい製品を作るだけでは不足だった。それではキャッチフレーズの半分

｢あなたはボタンを押すだけ」にしかならない。

写真のプロセスは元来複雑なものだ。カメラを装填し、感光体を露光し、

その感光体を取り出して現像処理し、その物質から画像を焼き付ける。この

状況では、使いやすいカメラを提供するだけでは、プロセスに含まれる多くの

課題を回避することができない。イーストマンの非凡なところは、システムを

工夫した結果、顧客が自分にとっていちばん並要な「画像をとらえる」こと

に卑念できるようにしたことだ。撮影する人がフイルムを自分で現像する必要

も、wIIll家に法外な料金を払う必要もなくなった。イーストマンは写典プロ

セスのその部分を、すべてニューヨーク州ロチェスターにある自社の現像処理

皿珊に移し（方程式の「あとはおまかせください」の部分)、その結果コダッ

クカメラは1町期的に使いやすいものになった。

1888年に許かれた宣伝文（図5.1）がこのアプローチを物語っている。「fｔ

ﾘの分担：写典を１００枚撮り終えたら、フイルム（糸巻きに巻かれています）

を取り出し、郵便で工鳩に送って写典を完成きせます｡」

理想的な砿群体験を届けるためには、単に商砧を売るだけでなく、継続的

に瓢杵と関係を築く必要があることにイーストマンは気付いていた。これは

イーストマンがコダックカメラを一つの製仙としてではなく、サービスの一嬰

素として聯えていたことを意味する。このために、襖雑な現像と焼き付けを行

うことのできる従来にない工場が必要になった。このような事業に投資するこ

とには、はかり知れないリスクがあったが、イーストマンの「あとはおまかせ
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ください」という約束を来たすためには必喫なことだった。

イーストマンは自分の商品を大きなシステムの'１１に組み入れることによっ

て、紫界の構造を変えてしまった。Ⅷ客がフイルムを祁送すると、写真が現

像され焼き付けられてくるだけでなく、１１『い巻き'''''1に新しいフィルムが巻かれ

てﾉﾉ4ってくるのだ。こうしてコダックは、１１t休製,VIであった他のカメラとは兇

なり、〃つのサービスへの入り1.1となったのだ。

もしも読者が製IWIを開発する仕1iに従1Ｉしていて、イーストマンの教訓に

学びたいなら、こう自問してみることだ、「人は何を成し逆げたいのか」「この

行為が彼らのﾉk活にどうあてはまるのか」「どうすればこの川緋に沿うことが

できるのか｣。このような疑|川を排つことによって、あなたの焦点は必然的に

Ｗものスタンドアローン製品から離れ、製品をもっと大きなシステムの単なる

一要紫として考え始めるようになる
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きちんとやる

腿1V,デザインの縦論が腿ぴけばlとびくほど、似範例にiPO(Iが使われる確率

がｌに近づく。

（マイク・ゴッドウインヘの謝罪の厳を坐して）

今をさかのぼることI()0年以上liiI，イースl､マンによる体験中心のシステム

的アプローチは、写真業界を転換し、コダック以前、コダック以後という区

分を作った１０年足らず前、AppleとiPodによってデジタル音楽プレーヤにも

同じような区分が作られた。コダックがもたらしたものほど根本的な転換では

なかったが（iPodには、ソニー．ウオークマンなどのﾉ<成功した先進がいた)、

2001年lOjjのip()d発光以降、巣界の蛾仙は永久に変わってしまった。

それまで、ポータブルのデジタル汗楽の選択肢といえば、ＣＤを'何枚も持ち

歩かなければならないＣＤプレーヤか、ＣＤを吸いｋげては焼くＣＤ・Mp3プレー

ヤか、、'1時'fi：{11.が6‘1ＭＢときわめて小さかったブラッシュメモリMp3プレー

ヤか、ハードディスクＭＰ３ジュークボックス（Ⅸ15.2）などだった。ＭP3を

使った製iW1は、典に大衆に受け入れられるには尚価で使いにくかったため、多

くの人たちが依然としてＣＤプレーヤやカセットプレーヤを使っていた．

ｉＰ(〕dが成功し、他が失敗した理由については多くが語られている。大方が
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7５

｢デザイン」に関する表面的な搬勘に婆約され、ｉPodの外観（発光時点で、同

等のギガバイトジュークボックスよりも小さく、まぎれもなく美的感党に脈え

た）または、エレガントなインタフェースと何千という楽曲を聞ける機能に蝋

点が絞られていた。

しかし、実際のiPodはきわめて制限の多い装侭だった。雌本機能といえ

ば、曲を逝ぴ、局を再生し、曲をiW価し、帝吐を鯛節すること･なんだ、瓶

源ボタンもないのか。これに250ドルも払うの？

ｉPodの制限は、家睡製品では一つの装世にできるだけ多くの機能を酷む込

むことがあたり前の慣行であることを考えると、いよいよ顕著になる。般近の

挑帯晒話を使ってみたことがあるだろうか。マーケターは、どの装吐もそれ

単独で、何もかもできなくてはいけないと信じ込んでいる。しかしAppleは、

イーストマンの脚本の1ページを俗りて流行の逆を行った。

イーストマンが顧客の体験を簡略化して「あなたはボタンを押すだけ、あ

とはおまかせください」としたのと同じように、Appleは始めからはっきりと

したiPodの体験職略を持っていた。あなたの汗楽のすべてを、いつでも、ど

こでも（やがて「商楽」は「メディア」へと進化して、さらに包括的になっ

た)。ｉPodの連続的なデザインと開発に関わることすべてが、この一つの目標

に向けられた。この目標を述成するうえで、Appleが非凡だったのは外観やイ

ンタフェースのデザインではなく、メディアiW費考を支えるシステム余体のデ

ザインに閲することだった。

このシステムは次の三つの部分に分けられる。メディアの入手、メディアの

管理、メディアの視聴（図5-3)。ｉPodの装置は、外出先でメディアを脚生す

る人が望む最小限の機能を届けることに的を絞っている。iPOdを持っている人

は必ずコンピュータを持っている（それがiPOdにメディアを入れる唯一の手

段）ことが想定できるため、Appleは必要になるあらゆる機能を一つのソフト

ウェアに持たせることができた。それがiTunesだ。

iTunesのおかげでiPodはシンプルでエレガントな装悩になることができ

た。数多くの機能をソフトウェアに担当させるというこの爪要鞭略は、過小

評価されることが多い。ｉＰＤｄの上でメディアを削除したり名前を変えたりプレ

イリストを作ることができる必要はない。こういう「メディア管理」機能は

iTunesでやる方がはるかに効率的だ。間面は大きいし入力にはキーボードや



。

７６１５章「製品」をデザインしてはいけない

マウスが使える。その結来iP<)dはわずかな機能を提供するだけで大成功を修

めることができた。

そしてシステム雌後の部分は、メディアの人稲だ。iPOdが出現してから１年

半のⅢ１，ユーザがメディアを人狼する手段はＣＤをⅨってきてデータを吸い上

げるか、進法にファイルをダウンロードするかのどちらかであった。Appleは

レコード会社と交渉をjltね、２()03年趣ljlついにiTuI1csMusicStol･ｅ（現在は

iTI1nGsSt01．e）を111:に送り川し、パズルの３冊11で雌後のピースをはめ込ん

だ。このiTunesに紐み込まれたオンラインストアを仙うと、ｉ'1,1,1,Gsでメディ

アをjW理することや、ｉＰ()dでメディアを{¥生するのとＭじくらいiiiiIil.に、メ

ディアを手に入れることができる。こうして二つ別々 の部,WIに分けることに

よって、機能を雄も適した場所に巣中させることができたばかりでなく、おそ

らくもっと砿要なことに、不必要な機能を邪魔にならないよう外すことができ

た

三つの部分は、はっきり分かれていながらスムーズにつながっている。この

ことが一稀良<表れているのが、ｉPodをコンピュータに接統すると1.1動的に同

プレイ
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期するしくみだ。ボタンを押す必要すらない。Ｐａｌｍなど従来のデバイスの同

期には必要なことだった。各部品が互いに実にうまく細い合っているため、ど

れかがうまくいけば他の部曲も強化される。iTunesはiPodのようなデバイス

で音楽を聞くことで価値が高まり、力仕事をしてくれるiTunesのようなソフ

トウェアのおかげでiPodの価仙が高まる。このメディアシステム全体をデザイ

ンした紺果、Appleは厳しい飢争にさらされながらも、依然としてデジタルメ

ディアプレイヤー市場を席巻しているだけでなく（控え目にみてもシェア60％

以上)、合法メディアダウンロード市場でも他を圧倒している（APpleのシェ

アは80％を超え、2007年６月には米国内でウオルマートとベストバイに次ぐ第

３位の音楽小売業考となった’)。

イーストマン・コダックと同じように、Appleも体験咽略の成功によって市

場を支配した。Appleの成功へのアプローチはコダックと異なり、消慨者から

複雑さを隠そうとしなかった。代わりにシステム全体にわたって部品を活用

し、ユーザ体験が裡雑になりすぎないようにした。デジタルシステムを使う

と、大きな力と制御をユーザにふさわしい形で与えることができる。ここでの

秘狭は、システムを柵成する部品の機能を細かく絞ることによって、体験が

ユーザを押しつぶしてしまわないことだ。

焦点を維持する

Appleが受けている厳しい雌争圧力を考えれば、対抗してiTunesとiPodの

機能を拡張したとしても不思議はない。発売以来、ライバルたちは、音声録

音、ＦＭラジオチューナー、Wi-Fi接続など、ｉPodにない機能を数多く提供し

てきた。

しかしAppleはほとんど機能を追加することなく対抗してきた。iTunes

Storeを別にすると、iTunes般大のイノベーションはパーティーシャッフル、

という曲をランダム順に再生する機能だ。追加したのは、ポッドキャスト、

テレビ、映間、オーディオブック、ケームなどの新しいタイプのメディアであ

り、班本機能は相変わらず主として週んで再生することだ。ｉPod唯一の瀕蒋

な変化は、次々と大きくなってきた容丑の選択肢だ。

このような機能の停滞は、胸に書いた体験戦略－あなたの全メディア

ヤ。AppleRi詫郡《》Ｎ《】Ｌ３Ｍｕ副ＣＳｃｌｌｃｒｉｎＵ塁一LosAn奴1csTimEsJune鍵2007.
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を、いつでも、どこでも－によく適合している。ＦＭチューナーはくあなた

の〉メディアではない。じっきいiPodの本質を考えればＦＭラジオの必嬰性は

疑問だ。自分専用のプログラムが組めるのに、つまらないラジオ局が欲しい人

がいるだろうか。音声録音はどうだろう。そう、あちこち飛び回るレポー

ターは別として、本当に使う人がどれほどいるだろうか。

iPodTouchが発売きれ、現在はAppleもＷｉ.Fi接続を提供している。しか

し、MicrosoftのZuneがWi-Fiを使って音楽をソーシヤルにしようとしている

(成功しているとは言えない）のに対して、AppleはiPodTouchのＷｉ､Fiを、

iTunesから曲をダウンロードするため、YouTubeのビデオを見るため、そし

て好きなウェプサイトをアクセスするためであると位世付けている。どれもあ

なたのメディアに関係のあることだ。

失敗するやり方一古典的な誤り

数年前AdaptivePathに、デジタルミュージックキーボード製品群向けに提

供する新サービスのデザインに閲するコンサルタントの打診が来た。このクラ

イアント（KeyboardCoと呼んでおく）には、自社のキーボードの拡扱性を高

めるために、楽曲や音楽レッスンをインターネットからダウンロードできるよ

うにする、という優れたアイディアがあった。一見したところこのアイディア

ー製I品を、キーボードをﾘﾘiく人たちとともに進化するシステムへと変える

－は、すばらしそうに見えた。

残念なことに彼らのデザインと開発のプロセスは、実現したい体験を定義す

るところから始まらなかった。代わりにKeyboardCoは製品デザイナーの古典

的縦I)を犯した。新機能（インターネット接続）の追加を、喪望リストの一

機能をこなすだけであると捉えていたのだ。気がつけば、あらゆる機能をキー

ボードに艦め込んでいた。この製紬単体で何もかもできなければいけないと僧

じていた。そのことをマーケティングにも押し出した。「キーボードがイン

ターネットに繋がります－パソコンは不要です｣。ユーザはキーボードの

USBポートにインターネットアダプタを仰し込んでネットワークに接続した。

悲しいかな、KeyboardCoは、われわれを鋤れたときすでにこのアプローチ

に身を投じていた。音楽用キーボードのハードウェアはインターネットを閲覧

するためには作られていないので、既存のディスプレイとボタンをインター
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ネット用にあてはめなくてはならなかった。克服すべき課題がこんなにあった。

･３２０×２４０ピクセルの小さな画面

･文字入力用のフルキーボードがない

・カーソル移動用のマウスもトラックポールもない

・タッチスクリーンもない

入力には、ＡＴＭ機のように画面の両側に縦に並んだボタンの列とジヨグダ

イアルを使わなければならなかった。この制約の~ドでわれわれになし得たイン

タフェースはＡＴＭ画面そっくり。インターネットのプラウザとしてはとても

堀適と言えなかったが、その状況でできる限りのものだった。ユーザが何か

(ログイン怖報など）を入力したいときは、ジョグダイアルを回して、画面に

表示きれたキーボードの絵の上のカーソルを動かす。目的の文字の上にカーソ

ルが来たら、ボタンをクリックしてその文字を「タイプ」した。

ユーザ体験は当然とんでもないものだった。このクライアントのプロジェク

トの一つが、家庭内での「箱から出して使う体験」の観察だった。セット

アップしてインターネットに接続するまでの梯子はどうだったか？コンセン

トに差して逓源を入れるまでは間脳なかったが、助けなしでインターネットに

接続できた人は一人もいなかった。どうやってキーボードをインターネットに

接続するか思い出してほしい。USBアダプタ経由だ。自宅でUSBアダプタを

使ったことのある人などいない。その存在を知っている人すらきわめて稀だ。

われわれが観察を続けるためにUSBアダプタを手渡さなければ、誰一人とし

て接続できなかっただろう。

われわれが観察した納果興味ある状況がわかった。USBポートによる接続

を理解したごくわずかな人たちは揃ってこう思った、「どうしてこのキーボー

ド楽器を自分のパソコンに繋げないのだろう｣。この人たちが直感的にわかっ

たことを、製品デザイナーたちは見逃がしていた。ユーザたちは、すでにネッ

トワークに繋がっている機器を持っていたのだ。インターネットをプラウズす

るのに実に適した機器を。しかし、デジタルキーボード楽器に１０００ドル以上

払う人なら、まず間違いなくパソコンも持っているということをKeyboardCo

は理解していなかった。
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この製品のデザイナーたちが一歩離れて、キーボード楽器を演奏する人たち

をシステム全体でサポートすることを考えていれば、Applcと同じような解に

たどり藩いた可能性が高い。箭楽をパソコンで選んで購入し、それを楽器で

演奏する。どれも当たり前すぎて指摘するのもためらわれるほどだ。しかし、

この非常に優れた企業が、この技術とそれを支えるサービスのために何億円も

の資金を投じたことを考えると、他の企業が同じくらい（あるいはもつと）深

刻な狭りを犯すことは容易に想像できる。

オンラインでうまくやる

コダックとApple，KeyboardCoも含め、いずれも、カメラや音楽プレー

ヤ、キーボードなどの物剛的恨器を伴う「サービスとしての製品」の実例

だ。また、どの企業もシステムの全体もしくは大半をコントロールすることが

できる。コダックはカメラとフイルムと印画紙を製造している。AppleはiPod

を販光し、iTunesを開発し、iTunesStOreを開いている。KeyboardCoはピ

アノを製造し、ダウンロードルI19f楽を販売している。

こんな状況はめったにない。多くの企業は、およそ自分たちの居る環境を

制御できない。代わりに今われわれの目の前にあるのは、さまざまな機能を

持った部品が次々と巣まってきては、高度な相互接続を要求する市場だ。

ウェプサーピス、中でも「Ｗｅｂ2.0」というラベルの貼られたサービスは、自

分の制御の及ばない巨大システムと一体化することによって市嶋に参入する格

好の実例だ。

股も顕著だったのが、急成腿するオンライン写真共有の分野だ｡1999年は、

OIbto、Shutterfly，Yahoo1Pholosなどウェプの打力写真サイトが続々 と参入

した年だった。いずれも、デジタルカメラの急速な瞥及と、搬った写真を共

有して高画質にプリントするという課題に応えるものだった。

2004年になると、デジタル写真市場は驚くほど複雑になった。デジタルカ

メラの売上はフィルムカメラを上回り、みんなのハードディスクが画像で一杯

になった。カメラ付挑術Ni鮒はますます普及してきたが、倣ったが典をどう

してよいか、じっさいよくわからなかった。掘った写典をどうしたいかは、人

それぞれだ。世界中で共ｲiしたい人もいれば、友だちや家族にだけ見せたい人

もいる。プリントしたい人もいれば画面で見るだけでいいという人もいる。多


