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特色としてのデータ：製品の最も

有力な資産にデータを変換する 

概要：データが多すぎることを理解する 
 

私たちは人々がデバイスを指先でタッチするだけで答えを期待する世界に住ん

でいます。彼らは、銀行の預金残高をリアルタイムに取引情報として反映する

ことを望みます。また、彼らはスマート電気メーターにより消費したエネルギ

ーの金額を知りたいと望んでいます。 

そして、彼らはどこに、向かっていますか？ それは、アプリケーションに！  

消費者は銀行アプリケーションをスマートフォンで起動したり、ラップトップ

でエネルギー会社のウェブサイトにログインしたりします。 

そこで彼らは、彼らが必要な答えを見つけます。 

 

ビジネス面では、企業は顧客にどれだけうまく対応しているか、倉庫に保管さ

れている在庫のパレット数、病院の患者にとってどのような治療が最も効果的

であるかを知りたいと考えています。 

 

それは私たちにとって 1970 年代からの長い道のりです。その時代は、例え

ば、学者や専門の作業員、航空管制官だけがデータを正しく使用する方法を理

解していた（図 1-1 参照）。 
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図1-1． データの進化（出典：Jaspersoft） 

 

過去10年間、技術者以外のビジネスリーダーから一般消費者テクノロジーユーザー

まで、データを使用して仕事や生活を改善する方法を発見しました。 

予想通り、この変更が行われるとすぐに、人々はより多くのデータへのアクセスを

要求し始めました。かなり最近まで、「あまりにも多くのデータ」は決して懸念で

ありませんでした。 

 

今日まで話を進めると、ビジネスユーザーだけでなく消費者も、あらゆる角度から

彼らに衝撃を与えるデータがあります。それは、構造化されたデータ、構造化され

ていないデータ、いわゆるビッグデータ、ソーシャルメディアデータ、インターネ

ットのもの（IoT）からのデータです。人々の挑戦は、十分なデータが得られないこ

とから、あまりにも多くを得ることに変わりました。 多くのユーザーは価値を得た

いと思っていますが、圧倒されています。 

 

また、アプリケーションを構築する人々や組織にとっての課題は、ユーザーがどの

ようにして、この膨大なデータから価値を引き出すのを助けることができるかとい

うことです。 

 

ユーザーが望む最後のものは、単にそれアプリの為に、より多くのデータを追加す

ることです。その場合、データは負担になり、利点ではなくなります。 データが遍

在するようになった今、製品がもたらす価値は単なるデータの存在ではありませ

ん。 アプリケーションビルダーは、顧客が選別する為に、単により多くのデータス

タックを販売するだけです。 

 

今日では、企業や消費者の皆様が行動を取ったり、意思決定をしたり、目標を達成

したりする為に、データの利用をユーザーに任せています。 

 

プロダクトマネージャーはそれをすべてつなぎ合わせなければならない。 

顧客のデータ要件を理解しながら、開発中のアプリケーションをビジネスの目標に

合わせて維持する必要があります。彼らは、技術的能力の範囲内で典型的なユーザ

ーエクスペリエンスを提供する必要があります。 
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そして、本当の価値をユーザーに提供する為に、彼らは開発者、UX デザイナー及

び顧客の入力と製品に対する彼ら自身のビジョンとのバランスをとらなければなり

ません。 

今日のプロダクトマネージャーは、その為に重要な任務に直面しています。 他の

すべての責任の上で、彼らは構築している製品の特色としてデータを扱う必要があ

ります。 言い換えれば、データをアプリケーションの単なる副産物として見るの

ではなく、それらの顕著な特色として捉えるべきです。 

 

はい、いわゆるデザイン思考は重要であり、危険でさえある。 

しかし、さらにそれは目標達成の考え方です：ユーザーの目標とはどのようなもの

ですか、目標を達成する為にデータをどのように提示しますか？ 

 

この本では、データを製品の特色として扱うことが、その製品を多くの製品群の中

から卓越させる方法を学びます。しかし、目立つものは美しいデータの視覚化を提

供するだけではありません。データは、ユーザーが行動を取ったり、意思決定をし

たり、目標を達成するのに役立つ必要があります。 

 

データの目的の為のデータは、もはや十分ではありません。この本はその理由を説

明します。また、人物を使用する方法、仮説を明らかにする方法、データを「ユー

ザー辞書（セマンティックレイヤー層）」作成して、どのユーザーにも簡単に理解

して貴重な情報を提供する方法を紹介します。 

この本はその理由を説明します。 

また、ペルソナを使用する方法、仮説を明らかにする方法、データを「カウンター

を超えて」作成して、どのユーザーにも簡単に理解して貴重な情報を提供する方法

を紹介します。 

Data as a Feature | 3 

特色としてのデータ 

 

特色としてのデータとは、何ですか？ 

 

その質問に答える前に、まずソフトウェアフィーチャー（機能）の定義をしましょ

う。 一般的な製品ロードマップソフトウェア「Aha！」のチームによれば、ソフト

ウェア機能は「その製品のエンドユーザーにとって、それに対応する利益または利

益のセットを持つビジネス機能の一部」です。 

 

特色としてのデータは、データをユーザーに価値を提供する方法でソフトウェア製

品の中核機能として扱う行為とプロセスです。 

アプリケーション開発者は、製品内でデータを効果的にパッケージ化して配信する

ことで、ユーザーにクリティカルな情報を提供し、行動を起こす準備ができ、より

良い意思決定を行うことができます。 データを特色として扱いたい製品管理者に

とって、製品を構築するユーザー、データの必要性、特定の「ビジネス機能の一

部」がユーザーのニーズを満たす方法を理解することが重要です。 



 

この定義をさらに進めていくと、データを機能（フィーチャー）とする製品は、ユ

ーザーが目標を達成するのに役立つ方法でそのデータを配信します。 

 

ユーザーが目標を達成できるように、データは直観的（わかりやすい）、便利（適

切なコンテキストでアクセス可能）、カスタマイズ可能（各ユーザーに固有の方法

で表示可能）、実行可能（意図された成果を生み出す為の洞察力を適用しやすい）

が必要です。 財務管理アプリ Mint はこれの良い例です。 

 

Mint は、ユーザーが自分の個人的な財務を管理するという共通の目標を達成するの

を支援する個人向けのファイナンスアプリケーションです。消費者は、金融機関の

銀行、クレジットカード、投資、ローン、およびその他の債務へのアクセスを Mint 

に与えます。すべてのトランザクションにラベルが付けられ、記録されます。 

Mint は自動的に消費活動を引き出し、追跡します。 

ルールとインテリジェンスが組み込まれている為、アクティビティが潜在的に疑わ

しいか危険であるかを識別し、アプリケーションがユーザに警告します。 

 

消費者は予算を作り、個人的な財務目標を設定することもできます。 

たとえば、予算を設定して購入すると、図 1-2 に示すようにメッセージがすぐに表

示されます。 あなたはチャートを見て、今週の食費支出で 35 ドル以上の予算があ

ること、または今月 400 ドルであなたの負債を引き下げたことを知ることができ

ます。 その情報が簡単に収集されれば、行動を起こすことができます。 そのアク

ションはアプリ内で発生します。たとえば、データを掘り下げてあなたの習慣や生

活の中で、あなたが啓発されて行動変容を起こすのを見ることができます。 

 

Mint.com は、財務データの複雑な世界がすべてのユーザーにとってアクセス可能

で実行可能なものになるように、尽力しています。 「パワーユーザー」は、取引

にタグを付けて分類し、さまざまな種類の支出の予算を設定し、投資ポートフォリ

オを管理することができます。 また、これらの「パワーユーザー」によって生成

されるデータは、カジュアルなユーザーのエクスペリエンスを向上させるのに役立

ちます。 

例えば、よりアクティブな Mint ユーザによってトランザクションに手動でタグ付

けされた業者は、カジュアルなユーザが同じ業者から購入した場合に自動的に分類

することができる。 
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図 1-2． Mint.com は簡単に吸収された情報を表示します 

 

教育アプリの Waggle は、データを使ってユーザの為の目標を先取りして作成し

ています。 Waggle は、教育者が重要な目的を達成するのを支援する為に設計

されました。標準化されたカリキュラムの世界の学生に個別の教育を提供するこ

とです。 Waggle のビジュアルインターフェイスは、教育者にどの学生が助け

を必要としているかについての即時の情報を提供します。 図 1-3 に示すよう

に、教育者はドリルダウンして、個々の学生が直面する特定の課題をよりよく理

解することができます。 Waggle は、機能（フィーチャー）としてのデータが

非技術ユーザーの特定のニーズをどのように満たすことができるかを示す強力な

例です。 
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図 1-3． Waggleはデータを使用して、教育者が学生に個別の学習を提供 

できるようにします 

 

このような使いやすいユーザーエクスペリエンス（UX）は消費者の世界で始ま

りましたが、普及しつつあります。 ビジネス面では、Workday は、図 1-4 に示

すように、人事管理アプリケーションにデータ機能を組み込むことで、ユーザー

がより良い意思決定を行うようにユーザーを誘導するように設計されています。 
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目標に基づく思考の重要性 
 

どのようにエレガントで、数学的に進歩していても、視覚的に魅力的なデータで

あっても、それだけでは、ユーザーが特定の目標やニーズを満たすのに役立ちま

せん。言い換えれば、機能（フィーチャー）としてのデータは、人々の生活をよ

り複雑にするのではなく、より簡単にする必要があります。 

 

キャピタルワン・ファイナンシャル・コーポレーションは、顧客が不正取引を心

配していることを知っていました。 しかし、月額料金のリストを提供するだけ

では十分ではありませんでした。 顧客は、毎月の料金に関する英数字データの

長いリストを提示することにそれが役に立たず面倒であることが分かった。 彼

らはクリックして即座に詐欺師が自分のクレジットカードや当座預金に対して誤

った請求をしないようにしたいと考えました。キャピタルワン社が疑わしい料金

を特定してフラグを立てる為に開発したアプリ、”Second Look®“を入力してく

ださい。 

 

潜在的に疑わしい料金（たとえば、遠い都市の料金または公共料金の急上昇）が

生じた時に、”Second Look®“は彼らに警戒を促しているユーザーに通知を送り

ます。しかし、アプリはユーザーに通知する以上のことをしています。 

それは、疑わしいアイテムを画面上に視覚的に表示し、ユーザがその料金で OK

であるかどうかを尋ね、ユーザがアクションを起こすことができる 2 つの大きく

て直観的な色のボタンを提供する。 

ユーザーが赤い「This looks wrong」ボタン（図 1-5）を選択した場合、アプ

リは料金に異議を唱える方法についての指示を提供します。 

図 1-4． Workday は、直感的なデータの視覚化とラベル付けを使用して、複雑

なデータを理解しやすくします。 
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図1-5．”Second Look®“ 不審な料金へフラグ 

 

もちろん、この種の UX には設計思考が必要です。 しかし、それはまた、製品

マネージャーにリバースエンジニアリングをさせる必要があります。実際の意思

決定は何ですか？ 彼らが達成しようとしている目標は何ですか？ そこから一歩

前進して、お客様の意欲を刺激し、その意思決定を導く為のビジュアリゼーショ

ンをどのように作成していますか？ 最後に、これらのビジュアライゼーション

を作成するには、どのデータをキャプチャする必要がありますか？ 

 

人々は、長い間データから洞察までシフトをすることについて話していました。

しかし、図1-6に示すように、それは本当に、重要である行動へのデータです。 
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図 1-6． 特色として実用的なデータを製品に組み込むということは、アプリケ

ーションに分析機能を組み込むことを意味します。 

 

プロダクトマネージャーはこれをどのように達成しますか？ まず、次のセクシ

ョンで詳しく説明するように、彼らは誰の為に構築しているのか、それらのユー

ザーの目標と動機を深く理解する必要があります。 次に、図 1-7 に示すよう

に、製品、データ、および設計の専門知識を活用して、実用的なデータ駆動型の

アプリケーションを作成する必要があります。 

 

あなたの製品のデータへのアクセスをユーザーに提供するだけでは不十分である

ことを覚えておいてください。また、技術的に強力な製品や、美しいデータの視

覚化機能を備えた製品だけでは十分ではありません。これは、ユーザーがデータ

を機能にするゴールを達成するのを手助けするサービスで、これらすべてのもの

を統合したものです。 

 

最も重要なことは、このタイプのデータの扱いはユーザーが行動できるようにす

ることです。 

これまで言及したように、これはデザインの重要性と、さらに目標達成の最重要

性の考え方に関するものです。 デザインは最後の手段にすぎません。 

あなたは、ユーザーが行動を起こして、決定をするのを援助する為に、データを

探しています。 

 



 

図 1-7． チーム内のさまざまな役割が、機能（フィーチャー）としてのデータ

をどのように収束させるか 

 

 

“Personas”を通してあなたの顧客のゴールを理解す
ること 

 

“Personas”は、 "誰が"と "何故"の両方を把握する為に使用される非常に一般的

なツールです。 

それらは、あなたの製品のユーザーを表している架空の人物（現実の世界のユー

ザー研究から合成された）の詳細なプロフィールである。プロダクトマネージャ

ーとデザイナーは、すべての種類の製品を開発する為に personas（人物像区

分）に大きく依存しており、データを機能（フィーチャー）として扱う製品を開

発する場合に特に価値があります。 

 

例えば、personas は、パワーユーザーとよりカジュアルなユーザーの両方が目

標を達成する為に製品を使用できることを Mint の製品マネージャーが確認でき

るようにすることができます。 Mint は、それぞれ特定の目標と製品の期待を持

つ、いくつかのタイプのユーザーに対応していることは明らかです。 これらの

ユーザーを特定して慎重にプロファイリングすることにより、製品チームは、製

品を機能させる為に必要な方向を全員に提供します。 
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役に立つ為に、personas は、ユーザの目標、動機、行動、ワークフローなどを

含む量的および質的リサーチに基づいている必要があります。 

そして、persona があなたのユーザーを生き返らせる為に若干の架空の個人情報

を含まなければならないが、具体的で、よく理解され、優先順位付けされたニー

ズと目標に確実に根ざしておくことが重要です。 

これらのニーズと目標を理解し、優先順位を付けることが困難であることが判明

した場合、多くの場合、personas が十分に調査されていないことが示されてい

ます。 

 

personas を使用する主な利点は、ユーザー中心の製品開発アプローチを促進す

ることです。 

すべての利害関係者は、特定のデータがグラフィカルに表示されているかどうか

について、例えば「技術者タニア」のニーズを満たすかどうかについて議論する

ことができます。personas は、重要な開発や設計の決定を下す際に、名前、特

性、さらには顔をユーザに強制して、覚えておくことができます。 

 

以下は、一般的な種類のデータ利用者を表す personas です。 

これは、データ利用者 personas を作成する単なる 1 つの方法であることに注意

してください。図 1-8 に示すように、あなたが構築している製品のターゲット

を絞った顧客に基づいて、より詳細で個人的なものにすることができます。 

図 1-8． 異なるタイプの Personasとその相対サイズ 

 

コンテンツ消費者 

この persona は、ビジネスと消費者の両方の今日の大多数のユーザーを表し

ます。コンテンツ消費者は、適切なタイミングで提供された洞察を一目で把握

し、適切なコンテキストで対話できる方法で提示する、非技術的な、非アナリ

スト・ユーザーです。 
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以前に議論したように最も重要なことは、提示されているデータが、このユー

ザーが既に目指している特定のアクションや、既に達成したいと思っている目

標に結びついていることです。 

 

このカテゴリに該当するユーザーは、通常、事前に作成されたレポートとダッ

シュボードを使用し、必要に応じてデータを調整してフィルタリングします。 

ほぼすべての persona は、あらかじめ作成されたレポートやビジュアルサマ

リーには少なくともいくらかの用法があることに注意してください。 あなた

の仕事は、それらのニーズが正確に何であるか、そしてそれらが persona か

ら persona までどのように異なるかを判断することです。 

 

データ発見者 

これらは、ダッシュボードを使用してパフォーマンスを監視し、より詳細にド

リルダウンし、データ内の隠れた関係を発見する人（多くの場合データアナリ

スト）です。 コンテンツ消費者は、「過去 2 四半期の売上高は何ですか？」

などの有益かつよく理解された質問に対する回答を提供する為のデータを探し

ていますが、 データ発見者は、「過去 6 ヶ月間の販売活動における興味深い

パターンは何ですか？」などのよりオープンな質問で価値を見いだします。 

 

このカテゴリに属しているユーザーは、レポートやダッシュボードを詳しく調

べる可能性があります。 しかし、最もオープンで興味深いデータ発見者でさ

え、依然として特定の目標とニーズを持っていますが、これらはドメインや業

界によって大きく異なります。したがって、特定のユーザーの為にこれらを発

見する時間が非常に重要です。 

 

コンテンツ作成者 

これらの人々は、多くの場合、パワーユーザーとして分類されています。 コ

ンテンツ作成者は、独自のデータ活用や他のデータ活用の為に、独自のビジュ

アライゼーション、レポート、ダッシュボードを作成する意欲と能力を持って

います。 これらのユーザーは、一般に、複数のソースからデータを結合し合

成することがより快適であり、一般的に、データエクスペリエンスのカスタマ

イズ性と可搬性を向上させます。 

 

このカテゴリに属しているユーザーは、他のユーザーとクリエイティブを共有

するという明確な目的の為にレポートやビジュアライゼーションを作成するこ

とが多い為、製品のクリティカルな支持者になる可能性があります。  

つまり、これらのユーザーのニーズだけでなく、作成したレポートやビジュア

ライゼーションを共有しているユーザーのニーズも理解する必要があります。 
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開発者 

おそらく、最も重要な persona は、開発者です。 このグループは、複雑

なクエリを作成し、さまざまな種類のユーザーによって消費されるレポ

ートとダッシュボードを作成します。 開発者はコンテンツ作成者が使用

するデータを準備する重要な役割も果たします。コンテンツ作成者は、

メタデータレイヤーを定義する必要があります。 このメタデータ・レイ

ヤーは、データベースの複雑さを抽象化して、開発者以外のユーザーが

コード作成方法を知らなくてもデータを問い合せることを可能にしま

す。 

 

開発者の技術的ニーズは、他の personas とはかなり明確な違いがあり

ますが、開発者はまだ技術的でない目標とニーズを持っていることを覚

えておくことが重要です。 「データへの技術的アクセスと基本的なドキ

ュメント」以外の特定の開発者グループのニーズを理解する為に取るこ

とができるステップは、過密した市場で製品を差別化するのに役立ちま

す。 

 

Personasの制限事項 
 

プロダクトマネージャーにとって、user personas は便利なツールです

が、いくつかの点で制限があります。まず、逆の正しいアプローチをとる

のではなく、私たちが構築したいものの周りに personas をデザインするリ

スクを冒しています。データが豊富な製品を作成する際には、それぞれの

personas を必要と思われるデータで定義し、そのデータを提供した時点で

我々の仕事がされると思う気にさせています。しかし、私たちは、顧客が

必要とするデータに関して persona を定義することに非常に慎重でなけれ

ばなりません。なぜなら 顧客はデータを必要としません。 彼らは意思決定

を行う必要があります。 データは単に顧客がより良い意思決定をする手段

です。 

 

たとえば、フィットネスアプリを設計する場合は、「フィットネス愛好家と

して、私の毎日のフィットネス活動がより健康的な生活をどのように達成

するのか」を理解する必要があります。「私の健康に関するデータが必要で

す」という人物をデザインすることには注意が必要です。 

 

製品管理サークルで頻繁に繰り返されるフレーズは、出力の上の結果で

す。したがって、persona を設計するときは、まずその persona が求めて

いる結果を検討してください。次にアウトプットを見ることができます。 

ここでも、結果は最終結果ではなく、ユーザーの意思決定プロセスの一部

です。 

personas を使用する別の潜在的な落とし穴は、それらを静的にすることが

できることです。私たちは、継続的に顧客を厳密に調査する必要がありま

す。直接彼らと交流して、ユーザーと話して、ユーザーのニーズを理解し

たりするという困難な作業を行わなければ、私たちの personas は、推測に

基づいたテストされていない仮定だけに過ぎません。 
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体験駆動型ソフトウェアの設計および開発会社 projekt202 社の CTO である

Rob Pierry 氏は、エスノグラフィ（民俗学）のような発見レベルの方法論に焦点

を当てた堅牢なユーザ調査は、実際の研究よりも前提に基づいている「創造的人

物」から有用人物を区別するのに役立つことを示唆している 。 

 

堅牢なユーザー調査の実践は、ユーザーが直面する特定の課題を強力な競争上の

差別化要因に変えるのに役立ちます。 

たとえば、projekt202 社がサウスウェスト航空のデジタル変換イニシアチブを

導いたとき、データ駆動型エクスペリエンスを設計して、ユーザーが目標を達成

し、このエクスペリエンスをできるだけアクセス可能で実用的なものにすること

で、データを強力な機能にすることができました。 

航空会社の従業員の最も重要な要望を理解し始めた当初から、飛行をスムーズに

かつ時間通りに実行できるようにする為、projekt202 は、サウスウェスト航空

の要員が飛行状況の視覚的な理解（赤=悪い/遅延 、緑=良い/オンタイム）をで

きるだけ容易にするようにしました。図 1-9 に示されています。 

 

それ以上に、航空会社の従業員や顧客にとって最も重要なパイロットのステータ

スなどの特定の情報をキャプチャする為のカスタマイズされたビジュアル言語を

作成しました。 projekt202 が講じたすべてのステップは、非常に機能的で細心

の注意を払って設計されたアプリケーションに追加されました。 この例が示すよ

うに、航空会社の従業員などの特定のユーザーや複合的な人物の目標やニーズを

理解することは、アイデアから実行までの製品開発プロセス全体を導くことがで

きます。 
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図 1-9． サウスウェスト航空の従業員が飛行状況の監視と管理に使用する、

projekt202 を中心にカスタマイズされたデータ体験 

 

「どのように」で始めるのではなく、「なぜ」で始める 
 

プロダクトマネージャーにとって重要なもう一つの考慮すべき点は、人々がデ

ータを望む方法が人々がデータを望む理由と同じでないということです。 

生データフィードでも完全に設計されたダッシュボードでも、ユーザーがデー

タをどのように求めているかを確認したら、データを機能イニシアチブとして

起動する為に必要なすべての情報を持っているように感じるかもしれません。

しかし、なぜ誰かが最初にデータを望んでいるのかを理解することがさらに重

要です。完全に設計されたダッシュボードでも、生データフィードでも、「ど

のように」だけでは顧客に必ずしも価値を提供することはできません。 

 

たとえば、特定のデータ駆動型製品またはダッシュボードのユーザーは、より

設計されたエクスペリエンスに加えて、生データフィードまたは API へのアク

セスを要求することがあります。 この追加リソースを提供するだけで、ユー

ザーの特定のニーズを満たす為の迅速かつ簡単な方法のように思えるかもしれ

ません。 しかし、この場合、ユーザーはデータを受信する方法についての情

報を提供したに過ぎず、理由はありません。 

 

場合によっては、生データフィードや API のリクエストは、アプリのユーザー

エクスペリエンスにさらに多くの作業が必要な信号である場合もあります。 

おそらく、ユーザーが必要とするが、構築していないデータとやりとりする特

定の方法があります。 または、おそらくあなたのユーザーは、外部データフ

ィードを使用して格納する為の独自の集中型システムを構築している可能性が

あります。 
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ユーザーがデータをどのように消費するかを知るだけでは不十分であり、重大

な誤解を招く恐れがあります。 

 

これは、完全に設計されたカスタマイズ性の低いデータエクスペリエンスを求

めるユーザーにとっても同様です。ユーザーの視点から、「私が知る必要があ

るすべてを私に伝える単一のレポート」を求めるのは簡単です。 

しかし、このユーザーが知る必要があることと、このユーザーがそれを知る必

要があることが正確であることを完全に理解する時間を取ることは困難です

が、非常に重要です。データを中心としたユーザーの特定のトランザクション

上のニーズは、非常に迅速に変化し、その動機を完全に把握することが、将来

の製品を保証する上で重要です。あなたが提供しているデータが、到達しよう

としている特定のユーザーにとって貴重な理由を本当に理解していれば、その

データは製品の最も強力な資産になります。 

 

製品管理の基本的な目標の 1 つは、「なぜ」を UX とビジョンのビジネスニー

ズに合わせることです。設計チームが行っている作業が、開発チームが行って

いる作業とどのように連携しているかを確認するにはどうすればよいですか？ 

ユーザーのニーズにどのように対応しているのか、どのようにわかりますか？ 

それは、デザインが目的を持っている必要があるということです。 

データ駆動型エクスペリエンスの背後にある「なぜ」の堅牢で次元的な理解

は、設計から実装までの「方法」のあらゆる側面を結びつける共通の言語を作

り出すことができます。 

 

UX（ユーザーエクスペリエンス）を正確に作成する 
 

あなたが自分のペルソナの理由や希望する結果を理解した後は、出力や UX

（「方法」）について考えなければなりません。繰り返しますが、偉大な UX

をうまく作成する為の鍵は、ユーザーの立場に身を置くことです。 

これらの経験がユーザーごとにどのように異なるかを考え始めるのに役立つ

為、出力を表示する一般的な 4 つの方法を以下に示します： 

 

視覚化なし 

全てのデータを視覚化する必要がないペルソナもあります。 

彼らは必要なときに必要なデータをペルソナが得ることを可能にする API ま

たは別の技術システムを単に必要とするだけです。 

視覚的なレイヤーがなくても、UX がないというわけではないという理由だ

けで、ドキュメンテーションや命名規則のようなものは、API やテクニカル

システムの為の良い UX と悪い UX の作成という点で大きな違いを生むこと

に注意してください。 
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抽象的データエクスペリエンス  

場合によっては、データを使用して、ダッシュボードやレポートのように見え

ない視覚体験を作成できます。 

たとえば、アマゾンの商品推奨のリストは、単に対応する価格の写真（図 1-

10）として提示され、膨大な量の製品とユーザーデータによって強化されま

す。ビジュアルエクスペリエンスと基礎となるデータの両方が、ユーザーの目

標を念頭に置いて設計され、価値のある製品を発見して購入します。 

また、ビジュアルエクスペリエンスの作成にはデータが使用されていますが、

そのビジュアルエクスペリエンスは基礎となるデータを直接表現するものでは

ありません。抽象的データエクスペリエンスは、ユーザーのエクスペリエンス

を向上または最適化する強力な方法ですが、基礎となるデータを理解したり、

直接操作したりするユーザーにとっては非常に不満です。 

図 1-10． Amazonの推奨製品：抽象的データエクスペリエンス 

 

 

統制されたレポートとダッシュボード 

ほとんどのユーザーは現在、これらのタイプの出力を使用しています。 

実際、ユーザーの大多数は単に製品に組み込まれたレポートを必要としてい

ます。たとえば、Mint は、利用者の為にすぐに消費可能な方法で構築され提

示される統制されたレポートとダッシュボードを提供します。 

ユーザーは、組み込みパラメータに基づいて、このデータをフィルタリング

して対話して、質問の大部分の回答を見つけることができます。 
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データの探索 

統制されたレポートやダッシュボードでは答えられないという質問がある人もい

ます。必要なユーザー調査をすべて行い、可能性のあるすべてのシナリオを検討

したとしても、統制された分析コンテンツが各ユーザーのすべての質問をカバー

するとは想定できません。 

たとえば、フィットネスアプリケーションのユーザーは、20 マイル以上の距離

をここ一年で彼が自転車に乗った全てを、標準ダッシュボードに表示されない、

または他の方法で操作することを望んでいます。 

これらのフィルタが初期レポートまたはダッシュボードに組み込まれていない場

合、このタイプの出力にはセルフサービスの要素が必要です。 

 

特定のユーザーまたはユーザーグループに最適な方法がわからない場合は、ユーザ

ーが直接操作できる素早いビジュアルプロトタイプまたはスケッチを作成してみて

ください。 

たとえば、実際に見えない「うまく働いている」エクスペリエンスを望んでいると

最初に説明したユーザーは、実際にデータを直接操作したいということを、あなた

は発見するかもしれません。 

また、100 万の異なるカスタム機能やフィルタ要求を暴走させたユーザーは、主に

1 つの特定の視覚的要素や相互作用に関係していることがわかります。 

「生データだけ」を要求した技術ユーザーが、視覚的なモックアップで提示された

ときに、彼の具体的なニーズや目標をより明確に表現できることに気付くかもしれ

ません。 

 

 

正しい質問をする 
 

プロダクトマネージャーは、データドリブンエクスペリエンスを構築する為の真の

意味でのユーザー初のアプローチをどのようにしていますか？ 

これを行う 1 つの方法は、次の順序でこれらの質問をすることです。 

 

1.ユーザーは誰ですか？ 

2.ユーザーの目標は何ですか？ 

3.これらの目標を達成する為には、どのようなデータが必要ですか？ 

4.データはどこから来る必要がありますか？ 

5.それをどのように集めるべきですか？ 

6.データをどのように提示する必要がありますか？ 

 

このアプローチでは、ビジュアルデザインだけでなく情報デザインも含めてデザイ

ンの概念を拡張する必要があります。アクセスして視覚化する最も簡単なデータ

が、ユーザーが目標を達成する為に最も重要なデータであるとは限らない為、プロ

セスの中心にユーザーを置くことは重要です。 
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Fitbit はこれの本当に興味深い例を提供します。 

人々は運動（彼らの目標）についての決定をしようとしています。 

特定の日に携帯電話がどれだけ移動したかを追跡することは、車に乗っている可

能性がある為機能しません。だから、Fitbit は腕の動きに基づいてデータを集め

ることにしました。このようにして、標準のソフトウェアのみのスマートフォン

アプリとはまったく異なる製品を設計する必要があったとしても、データの収集

方法とユーザーの目標との間の潜在的な切り離しを回避しました。 

 

プロダクトマネージャーにとって、これは多くの質問をする 1 つのことになり

ます。すぐに利用可能なデータが、ユーザーが最も価値のあるデータであると想

定しないでください。まったく異なるデータセットが必要な新しい、予期しない

ソリューションや、データを視覚的に表現する為の全く異なるアプローチを発見

することができます。ユーザーの特定のニーズ、提供するデータ、およびデータ

を相互に整列させる方法を維持することは、製品の成功に不可欠です。 

 

実際に、データ駆動型プロジェクトに取り組んでいる場合は、特定の情報を適切

に記述し、重要な理由をできるだけ正確に記述してください。 

キャッチオールとして「データ」という単語を使用しないでください。 

先週に人が歩いた歩数を記述している場合は、「ステップ」と言います。あなた

が誰かの主な当座預金口座に残高を記述している場合は、「残高」と言ってくだ

さい。「フィットネスに関するデータ」や「銀行に関するデータ」とは言わない

でください。 

実際にユーザーが特定の問題を解決したり特定の目標を達成するのを手助けする

ときが来たら、その切断、そのあいまいさ、は本当に危険です。 

 

もう一つの関連するアドバイス：あなたが意思決定をするか、データで駆動され

る何かをやっている時は、いつでも、テあなたがしているすべての仮定を文書化

する為に、テンプレートを使用してください。 

 

銀行の残高と活動記録を使用して、顧客がどこでお金を使うべきかについての意

思決定を支援するとします。あなたが作っている前提は何ですか？ 

取引の大半が銀行口座にあると仮定しています。あなたは、彼らの銀行データが

最新のものであると仮定しています。あなたは、さまざまな前提をたくさん作っ

ています。 
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たとえその仮定が製品が設計される時、製品が実際には発売される時、単にユー

ザーと市場が同じことであるということであるとしても、決定をしたいならば、

仮定は避けられないです。 

いっそ、これらの前提が存在しないと考えるよりも、それを文書化することで

す。あなたが少し下流に行くにつれて、それらの仮定のいくつかは本当に重要で

あり、あなたが誰の為に構築しているのか、それらをどのように構築しているの

かに影響するかもしれません。 

 

ほとんどの人がクレジットカードではなく現金を使って物を購入していることに

気がついたら、それはすべてを変えます。あなたは尋ねなければなりません：こ

れは誰の為に働くだろうか？ 

誰が、特定の問題を解決する為に特定の製品を使用することで多かれ少なかれ成

功するだろうか？ 

 

前提条件を文書化するステップは、すべてのプロダクトマネージャーが作業に取

り組むべき強力なものですが、特にデータを扱っているときには重要です。 

仮定を文書化した後、それについて議論し、より広いグループとそれをテストす

ることができます。 

これは、開発者や設計者、実際のユーザーとの討論を行い、前提条件が妥当であ

ることを確認する重要な機会を提供します。 

 

 

「店頭」のデータを作ります 
 

データはしばしば非常に高いステークスです。 ビジネスや人生を変える決定が

それに基づいていることもあります。 この為、データの意味を、エラーなし

で、かつ高度な数学で博士号を取得することなく、容易かつ迅速に把握すること

が不可欠です。 

 

これは、店頭データ（OTCD）が入ってくる場所です。この研究ベースの設計ア

プローチは、ユーザーがデータを正確かつ容易に解釈するのに役立ちます。 

OTCD 標準を作成した専門家である Jenny Grant Rankin 博士は、データ視覚化

のベストプラクティスを含めるという課題に関する研究文献を統合しました。 

 

OTCD には、5 つのコンポーネントを使用してビジュアライゼーションに直接デ

ータを解釈する為のヘルプが組み込まれています。各コンポーネントには独自の

標準があります。 

 

ラベル 

店頭薬のように、データを適切かつ簡単に使用する為には、適切なラベルを

付ける必要があります。 
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補足資料 

ユーザーが知る必要があるすべての情報がラベルに収まるわけではないので、

補足的な文書ではデータの分析と使用についてさらに説明しています。 

 

ヘルプシステム 

データからライブリンクを介してアクセスできるオンラインヘルプシステムに

は、ユーザーがタスクを実行し、データと分析を理解するのに役立つ説明と指

示が含まれています。 

 

パッケージ/表示 

ユーザーがデータをパッケージ化して表示する方法は、データの理解、分析、

および使用を簡単かつ正確に促進する必要があります。 

 

コンテンツ 

店頭の医薬品は効果的で有効期限が切れていない成分が含まれていなければな

らないのと同じように、アプリケーションユーザーに選択されて提供されるデ

ータは効果的でタイムリーでなければなりません。 

 

あまりにも多くの場合、企業は、これらの OTCD 予防措置が適切かつ簡単に使用

されているかどうかを確認することなく、ユーザーにデータを送信するだけです。 

確かに、Rankin の調査では、すべての主要業種でデータが誤用されていることが

明らかになりました。 彼女はまた、データの習熟度に対する人々自身の認識が、

正確にそれを解釈する能力に左右されないことも発見しました。 

 

言い換えれば、データ専門家であると考えていた人は、「まあ、わかりません、私

は、それがそれほど得意であると思いません」とデータを誤解する可能性がありま

す。相関関係がありませんでした。 

 

Rankin によると、ユーザビリティ・テストは重要です。 たくさんのユーザー・テ

ストをしなさいと、彼女は忠告します。 あなたが聞きたくないものを聞くことを

受け入れてください。「理由」とユーザーのゴール途中のあらゆるステップを補強

してください。 

 

データロードマップと機能要求の管理 
 

新しい機能の要求は、至る所から来ています。あなたはビジネスの利害関係者、革

新的な新機能を実装することを切望しているエンジニア、および UX を改善したい

デザイナーを持っています。そして、もちろん、あなたの製品のユーザーがいま

す。 
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データを特色として扱うということは、作成しようとしている他の機能と同じ厳

密な優先順位付けプロセスで、データを製品に取り込むことをすべての要求に従

わせることができます。繰り返しますが、データに本質的価値があると仮定する

ことはできません。なぜなら、ユーザーにとってこのデータが不可欠である理由

を説明することができなければなりません。製品に価値をもたらし、構築の為の

他の要求を除いておく価値があります。 

 

まず、すべてのリクエストをユーザーの目標に変換することが重要です。 

ユーザーでさえ、必ずしも、彼らが望むものを正確に伝えることはできません。 

彼らの要望を「どうやって」や特定のアウトプットの欲望を「何故」や結果（目

標）に翻訳するのはあなたの仕事です。 

 

しかし、多くの場合、より多くのデータとデータ機能の要求は、実際に満たされ

ていないニーズを示す為、難しい場合があります。しかし、顧客があなたに対し

て、「私の個人的な財政に関する決定を下すのが難しい」と言うのは非常にまれ

です。彼らは、「私はこのデータを見ることができたらいいのに」とか、「本当に

そのデータがもっと必要だ」と言うでしょう。プロダクトマネージャーとしての

仕事の大きな側面は、機能要求から目標やニーズにレベルアップすることです。

ロードマップに何かを置くという圧力を受けているときは、それを行うのは難し

いかもしれません。 

 

これは、これらの要求をしている人々の誤りではありません。 

機能要求を行うことは、内部ステークホルダーまたは外部ユーザーが、将来の方

向性を気にする為に十分な投資をしているかどうかを示す兆候です。 

そのフィードバックの背後にある「何故」を把握することは、あなたの仕事（彼

らのものでない）です。その戦術的かつ取引空間の外に出る、"これ欲しい"、 

"OK、ここにある" に対して "なぜあなたはこれを望んでいるのですか？“、”

現在の製品はあなたを助けてくれないのですか？"と苦しいステップになること

があります。しかし、それを取る必要があります。 

 

場合によっては、求められるのは実際に人々が必要とするものではありません。 

既に報告しているレポートの 1 つの単語を変更するだけで、新しいレポートを

要求することがあります。重量のある機能要求は、単純な製品コピーの変更にな

る可能性があります。それでも、あなたが時間をかけて顧客と話をしなければ、

これを発見することはできません。 

 

機能がロードマップに追加されても、ユーザーやビジネスの影響を理解する作業

は完了していません。優先順位付けは実際にリソースを割り当てる必要がある

為、短期優先順位付けは長期ロードマッピングよりもはるかに困難です。 

優先順位付けは、あなたが、「私達のチームは、この他のデータ機能ではなく、

このデータ機能に取り組んでいる。」と言う時です。  
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「もちろん、それをロードマップに追加する」と言っても、コストはかからず、

ある機能を優先して優先順位付けするのはゼロサムゲームですが、 

あなたのユーザーの目標やビジネス目標などを優先順位の高いものに焦点を当て

て理解する必要があります。両者がどのように連携しているかを示します。 

 

優先順位付けのこつは、作業が実際に優先順位付けに入らないことです。 それ

は、あなたの目標を設定します。そして、もしあなたがステークホルダーとうま

くやっていれば、優先順位付けは実際にはかなり簡単に起こります。 

また、機能を提供する為に必要な下流の決定はすべては、あなたのユーザーが構

築するか購入するか、技術的スケーラビリティの程度、あなたのステークホルダ

ーの気まぐれではなく、あなたが設定した目標によって、他の戦術的な区別を導

くことができます。 

 

プロダクトマネージャーは定期的に組織の上級幹部と会話して、製品要求をレイ

アウトし、優先順位をつけやすいようにビジネス目標とビジョンを明確に書き出

すよう依頼する必要があります。そして、これらの会話は、ユーザーのニーズと

目標を深く理解することによって生み出されるべきです。実際に組織の目標を組

織のロードマップまたはバックログに対してテストします。 

理想的には、プロダクトマネージャーと協力して上級幹部が設定する目標は非常

に明確で実用的なので、毎回同じ方法で優先順位を設定する必要があります。 

 

理想的には、企業の目標とビジョンは、お客様のニーズとビジネスが達成したい

ことの両方を反映する必要があります。 

組織レベルでの最善の目標は、ユーザーのニーズに合致しています。 

 

これは達成するのが非常に困難であり、場合によってはそれは起こらない。 

あなたはビジネスで綱引きをすることができます。それとも誰にも喜ばない製品

で妥協するかもしれません。 

プロダクトマネージャーとして、ユーザーのニーズと目標を自分が行っているす

べての中心に置かなければなりません。 

  そうしないと、たとえ短期的に社内のステークホルダーに満足しても、お客様

の製品は最終的にはビジネスの成長と成功を導くことができません。 

 

結論 
 

今日はあまりにも多くのデータがあります。 それをスライス＆ダイス（多次元

分析）するにはあまりにも多くのツールがあります。 このデータとツールがど

のように相互に関係しているか、そしてどのようなものを追跡するのが最も重要

かは、ユーザーにはあまり明確ではありません。 
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プロダクトマネージャの職務内容が大幅に変更されました。 

単にユーザーにデータを提供するだけでは十分ではありません。 代わりに、ユ

ーザーの行動を理解してサポートし、目標を達成することで、実行可能なデータ

を特色として提供します。 

 

プロダクトマネージャーがデータにアプローチする必要性が大きく変わるのは、

データに本質的な価値があると仮定するのではなく、提示するデータの価値を明

確に伝える必要があるということです。そして、最も重要なことは、人々がその

データをより簡単に操作できるようにすることです。 

 

データを視覚化する方法は何百万もありますが、ユーザーが簡単に、直感的に、

便利に使用できない限り、彼らはそれを消費するつもりはなく、もしくは、悪い

場合は、それを間違って解釈し、それに応じて行動するでしょう。 

 

他の多くのイノベーションの側面と同様に、コンシューマーテクノロジーは先導

しています。最高のコンシューマアプリケーションは、データを持つユーザーの

為に作成する価値の大きさに基づいて、現在は差別化されています。 

したがって、多くの企業はデータを「コンシューマ化」して、顧客が行動を取っ

てより良い意思決定をするのに役立つ方法で提示された、容易に吸収された文脈

に合ったデータを得るようにします。 

この次世代のビジネスアプリケーションでは、ソフトウェアビルダーはデータを

製品の最も重要な資産にしています。 
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