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製品やサービスの高付加価値実現のためには，顧客像を把握する必要がある．この手段の一つとして，顧客に対するアンケ
ートと，テキストマイニングによりペルソナを構成する手法が提案されている．しかし，顧客の価値観を適切に抽出するため
のアンケートの設計方法に関する検討は未だ十分に行われていない．本稿では，効果的なペルソナを構成するために必要な観
点を分析し，それに基づくアンケートの設計方法を提案する．
品・サービス設計が可能なのかという点については十分な検討が
なされていない．そこで本研究では，より効果的なペルソナ構成
を行うために必要な個人の価値観を特定し，それらを反映したペ
ルソナ構成を可能とする手法を提案する．
3 本研究のアプローチ
3.1 提案概要
ペルソナは，個性やライフスタイルについて詳細に記述すると
ともに，個人の価値観を明確に反映することが必要である．本研
究ではこの点を重視し，個人の価値観を抽出可能なペルソナ構成
手法を提案する．提案手法は，個人価値観のモデルに基づいた自
由記述式のアンケートを用いてペルソナを構成する．具体的手段
として，個人的価値観を抽出している SVI 価値モデルの概念を適
用しアンケートを作成する．
3.2 SVI 価値モデル[4]
Schwartz は，SVI（Schwartz Values Inventory）価値モデルを提案
している．この価値モデルでは，44 か国の対象者から 56 種類の
価値観を聞きだし，対象者にそれぞれの価値観がどの程度人生の
指標として役立っているかを尋ね，最小空間解析によって自己志
向，刺激，安全，同調，伝統，勢力，達成，普遍主義，思いやり
の 10 種類の価値観を抽出した．
また Schwartz は，この 10 種類の価値観の測定尺度（PVQ：The
Portrait Values Questionnaire）を提案している．PVQ は 21 の質問項
目から構成され，自分がどの程度その価値観に当てはまるかとい
う点から 6 段階評価で測定する．
3.3 提案アンケート
本研究では，PVQ の質問項目に加え，その回答の理由や具体的
な経験を問う 100 字程度の記述式回答欄を項目ごとに用意し（21
項目×約 100 字），アンケートを作成する．また，ペルソナ構成
の対象テーマに合わせた質問項目を追加する．作成したアンケー
トの一部を Figure.1 に示す．

1 序論
近年，企業において高い付加価値を持つ製品・サービスの開発
に向けた様々な取り組みが行われている．このような取り組みに
おいて，顧客の製品・サービスの使用経験を通して得られる文脈
価値を高めることは，極めて重要である[1]．文脈価値は，顧客が
製品・サービスを使用する状況や背景（コンテキスト）の中で定
義される．したがって，顧客が，製品・サービスを使用する際の
コンテキストを明確に把握した上で製品・サービスの設計を行う
ことが重要である[1]．これまでに顧客像を把握するための手法が
数多く研究されている．例えば，サービス工学分野で頻繁に用い
られる手法の一つにペルソナ手法[2]がある．この手法は，対象の
製品・サービスの仮想的な顧客像（ペルソナ）に関する個性やラ
イフスタイルを詳細に記述することで，顧客の本質的な要求を把
握しようとする手法である．しかしながら，実際の顧客を忠実に
反映したペルソナを構成できるか否かは，ペルソナ構成者の技量
や主観に強く依存しており，構成者の先入観に基づくステレオタ
イプなペルソナが構成されてしまう可能性がある[3]．
この問題を解決するために，溝口ら[3]は，実際の顧客から得た
アンケートをテキストマイニングにより分析することにより，ペ
ルソナ構成者の主観に過度にとらわれることのないペルソナの構
成支援手法を提案している．しかしながら，顧客へのアンケート
項目にどのような質問を設定すれば顧客の価値観を正確に抽出で
き，効果的にペルソナを構成可能なのかという点については十分
に検討されていない．そこで本研究では，効果的なペルソナを構
成するために必要な観点を分析し，それに基づくアンケートの設
計法を提案する．具体的には，個人の価値観に関する研究にもと
づき，これらの価値観それらを抽出するアンケートを作成する．
そして，作成したアンケート結果を基にペルソナを構成する．
2. 既存研究と本研究の位置づけ
2.1 ペルソナ手法[2]
ペルソナ手法とは，開発対象となる製品やサービスの仮想的な
顧客像（ペルソナ）に関する個性やライフスタイル等を詳細に記
述することにより，顧客の本質的な要求を汲み取る手法である．
ペルソナを構成する過程では，生活者やユーザーの潜在ニーズ，
無意識のうちに諦めていることなど，人間の心理や思考の論理を
捉える必要がある．
2.2 テキストマイニングを用いたペルソナ設計法[3]
前節で紹介したペルソナ法は，構成者の主観に傾倒したペルソ
ナが構成されてしまう可能性がある．そこで溝口らは，ペルソナ
構成者の主観に過度にとらわれないペルソナ構成支援手法を提案
している．この手法では，まず実際の顧客から，対象製品・サー
ビスの使用方法や，それらに対して良いと思う点，悪いと思う点
等，顧客の価値観に関連する約 20 項目の自由記述型項目を持つア
ンケートを実施する．次に，その回答に対してテキストマイニン
グにより話題分析を行う．最後に，分析した話題比率に基づき顧
客をクラスタリングし，各クラスタに適したペルソナを構成する．
この話題比率は統計的な手法により算出されるため，これまで構
成者の主観に傾倒しがちであったペルソナをある程度の客観性を
担保しつつ構成することを可能としている．
2.3 本研究の位置づけ・目的
溝口ら[3]が提案しているペルソナ設計支援手法は，ある程度設
計者の主観に依らないペルソナ設計を可能としている．しかしな
がら，アンケート項目にどのような質問を設定すれば顧客像を十
分に把握可能なペルソナ構成ができ，より文脈価値を高める製

Figure.1 提案するアンケート項目の例
4 検証
4.1 検証目的
本研究で提案するアンケートの有効性を検証するため，既存研
究[3]で用いたアンケート（旧アンケート）と提案するアンケート
（新アンケート）を基にそれぞれペルソナを構成し，構成された
ペルソナとそのモデルとなるアンケート被験者との当てはまり度
合いを比較検証した．具体的には，被験者に完成したペルソナを
見せ，それぞれのペルソナが自身にどの程度当てはまっているか
を聞き取り調査した．
4.2 検証方法
本検証におけるペルソナ構成の対象サービスは，「新宿都市開
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発の新サービス」と設定した．以下の手順で行った．
＜Step1：各手法アンケート実施＞
新アンケートと旧アンケートを男性 8 名，女性 7 名の文系・理系
学生計 15 名に対してそれぞれ実施した．
＜Step2：アンケート結果分析＞
アンケートの記述回答を，テキストマイニングを基に被験者のク
ラスタリングを行った．その結果，新アンケートと旧アンケート
でそれぞれ 4 つの被験者のグループを特定した．
＜Step3：ペルソナ作成＞
ペルソナ構成経験者 4 名に，アンケート結果を基に各グループを
代表するペルソナをそれぞれ構成させ，計 8 種のペルソナを得た．
＜Step4：ペルソナ評価アンケート実施＞
構成されたペルソナに関して，当該被験者に対して，態度や行動・
価値観の 2 つの観点から「自身がどの程度そのペルソナに当ては
まるか」という 6 段階評価による評価アンケート（完全に当ては
まる，ほぼ当てはまる，やや当てはまる，やや当てはまらない，
あまり当てはまらない，完全に当てはまらない）を実施した．
4.3 検証結果
Figure.2-3 に，新アンケートと旧アンケートそれぞれを基に構成
されたペルソナの一部を示す．

以下の式（1）で求められる．この値が高ければより個人的価値観
を抽出可能なアンケートであると考えられる．

適合率＝

手法によりペルソナ𝑛とされた人の中で
実際にペルソナ𝑛が当てはまると回答した人数
手法でペルソナ𝑛とされた人数

(1)

Table.1 被験者による各ペルソナの評価
旧アンケート
ペルソナ1 ペルソナ2 ペルソナ3 ペルソナ4

合計

態度や行動
適合率

人数比

2/3人

3/4人

3/3人

2/5人

10/15人

％

66.7%

75.0%

100.0%

40.0%

66.7%

価値観
適合率

人数比
％

3/3人

3/4人

3/3人

2/5人

11/15人

100.0%

75.0%

100.0%

40.0%

73.3%

新アンケート
ペルソナ5 ペルソナ6 ペルソナ7 ペルソナ8

合計

態度や行動
適合率

人数比

1/3人

4/4人

3/4人

0/4人

8/15人

％

33.3%

100.0%

75.0%

0.0%

53.3%

価値観
適合率

人数比

1/3人

2/4人

3/4人

1/4人

7/15人

％

33.3%

50.0%

75.0%

25.0%

46.7%

5. 考察
Table.1 において，新アンケートを基に構成されたペルソナは旧
アンケートを基に構成されたペルソナと比較し，態度や行動・価
値観の観点共に，適合率が低い結果となった．この要因としては，
旧アンケートを基に構成されたペルソナが，多くの人に該当し得
る曖昧なペルソナであったことが挙げられる．例えば，Figure.2
および 3 の脚本部分の赤字は，ペルソナの個性が強く反映されて
いる行動を示すが，旧アンケートのペルソナはこれらの記述が新
アンケートのペルソナと比較して少なかった．一方で，新アンケ
ートを基に構成されたペルソナは，旧アンケートを基に構成され
たペルソナと比較して，個性に関する具体的な記述が多くみられ
た．しかしながら，この具体的な行動や態度・価値観に関する記
述が，実際の被験者の行動や態度・価値観と合致した割合が低か
ったため，新アンケートを基に作成されたペルソナに対する被験
者の適合率が低くなったと考えられる．
6. 結論
本研究では，効果的なペルソナを構成するために必要な価値観
を分析し，それに基づくアンケートの設計法を提案した．具体的
には，SVI 価値モデルの概念を適用してアンケート作成した．検
証では，旧アンケートと比較して，提案したアンケートを基にペ
ルソナを構成することで，より具体的な価値観や特徴に関する記
述が可能であることを確認した．しかしながら，そのペルソナと
実際の被験者との適合率が低い結果となった．この原因は，新ア
ンケートにより詳しく表現された価値観が特定の人物にのみ当て
はまる限定的な内容であったためと考えられる．今後，これを解
決するために，設計者の主観に傾倒しないとともに，対象となる
クラスタ被験者全ての価値観を網羅するペルソナの構成方法の研
究を行う．例えば，対象となる被験者群に共通した価値観のみを
記述できるようなペルソナ構成のためのガイドライン等を作成す
る．謝辞
本研究の一部は，JSPS 科研費 26280114・15K16093 の助成を受
けたものである．
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Figure.2 新アンケートを基に構成されたペルソナ

Figure.3 旧アンケートを基に構成されたペルソナ
また Table.1 に，被験者による各ペルソナの評価を適合率でまと
めた結果を示す．適合率とは，手法の正確性を表す指標であり，
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