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SEEDATAエスノグラフィーのご紹介
 

SEEDATAでは、独自のリサーチデザイン・分析フレームを用い、行動観
察・インタビューを組み合わせたエスノグラフィーを行っております。私
たちはエスノグラフィーを通して生活者の潜在的な「ジョブ」を発見し、
それらをもとにして商品開発や事業開発におけるアイデア発想を支援して
います。本記事では、SEEDATAエスノグラフィーにおけるフローや特徴
をご紹介します。 

SEEDATAエスノグラフィーのフロー 

0.FUTURE WAVE作成 
SEEDATAではFUTURE WAVEといわれる先進的な行動をとっている生活
者の情報収集を行っています。先進的な生活者や、先進的なテクノロジー、
もしくは新しいトレンドなどのデスクリサーチを代行しており、それらを
レポートにまとめたものを納品いたします。 

1.機会探索ディスカッション 
FUTURE WAVEを用いて、クライアントとともにどういった生活者、ど
のような行動に着目するかをディスカッションし、調査対象者の具体的な
人物像を明らかにしていきます。 
SEEDATAエスノグラフィーでは、一般的な生活者ではなく、先進的な価
値観や哲学を持った生活者（＝トライブ）の行動観察をすることを大切に
しており、彼らの特徴的な行動・価値観を発見することを通して、数年先
の未来に広がり得る価値観や未来の動向を踏まえたエスノグラフィーを行
えます。そういった生活者を機縁法（スノーボールサンプリング）、もし
くは調査会社を通して探し、調査を行います。 

2.行動観察 
行動観察では、フィールドノーツを記録するとともに、特別なビデオカメ
ラを用いて動画撮影をします。行動観察は、調査対象者の家や購買現場な
ど、その行動が行われる現場に調査者が赴き、文脈を大切にしながら丁寧
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に「厚い記述」を心掛け、記録を取っていきます。この際、調査者が対象
者に対して質問を行うことは極力せず、いつもと同じように行動すること
を意識して生活していただきます。説明的に行動するのではなく普段通り
の行動を観察することによって、彼らの無意識の行動や生活における些細
な文脈を見出すことが可能になります。 

3.ダウンローディング 
観察結果から「何故このような行動をとったのか？」を明らかにしていく
ため、行動の文脈を整理しながら、この後にある観察後ヒアリングに向
けて仮説構築を行い、インタビューフローを作成します。ダウンローディ
ングにはSEEDATAオリジナルの手法を活用しています。 

4.観察後ヒアリング 
SEEDATAでは行動観察の後に、あらためて対象者にインタビューを行い
ます。それにより、行動観察によって導き出された仮設を検証、もしくは
行われていた行動の目的、真意をより明確にし、深掘りしていきます。こ
れによって観察によって得られた発見が、調査者の思い付きによるもので
はなく、根拠あるデータとして扱うことが可能になります。 

5.JOB分析 
JOBに関しては後述しますが、エスノグラフィーによって得られたフィー
ルドノーツ、インタビューを通して、彼らの行動にどのようなJOB（ジョ
ブ:片付けなければならない仕事）があったかを明らかにするJOB分析を
行います。 

6.機会領域の導出 
JOB分析によって得られたJOBリストをもとに、新商品や新規事業のアイ
デアの発想のもととなる機会領域を導出します。 

SEEDATAエスノグラフィーでは、以上をまとめたものをレポートとして

納品いたします。 

SEEDATAエスノグラフィーの特徴 

1.JOB理論の活用 
SEEDATAエスノグラフィーで用いられているJOB理論とは、『イノベーショ
ンのジレンマ』で知られるクレイトン・M・クリステンセンが考案したマー
ケティング理論です。 

JOBとは、端的にいえば生活者にとって片付けなければならない仕事
（Job to be done）のことであり、仕事を片付けるために生活者は商品、
サービスを雇用していると考えます。 

片付けなければならない仕事、雇用という言葉はある種のメタファーで、
生活者が何らかの商品、もしくはサービスを用いる際、それがなぜ用い
られたのかという因果関係を行動観察により明らかにします。 

あらゆる商品やサービスは、それを用いなければならない理由、それによっ
て解決しなければならない問題（片づけなけらばならない仕事）があって
使用（雇用）されており、それがあらゆる文脈によって違った理由で雇用
されているという点が重要だと考えます。 
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日々の生活の中で、「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」商品・サー
ビスを雇用しているのか、その生活者のいる文脈を整理しながら、JOB分
析を通して、生活者が「なぜ」その商品やサービスを雇用したのかという
ことを明らかにしていきます。 

※ただし、クリステンセンのJOB理論は実践では使いにくいため、
SEEDATAオリジナルの解釈でJOB分析を行っています。 

2.JOBとINSIGHTの違い 
エスノグラフィーにおいて多く用いられる言葉がインサイトです。
SEEDATAではインサイトとJOBを明確に使い分けています。インサイト
は【生活者の気持ちを動かすもの】と捉え、行動や思惑、それらの背景
にある意識構造を見抜くことによって得られる、購買意欲の核心、潜在
的な意識を指して用います。 

対して、JOBは【生活者の行動を動かすもの】と考えており、生活者に
とって片付けなければならない仕事のことであり、行動観察によって得ら
れると考えています。 

インサイトは生活者の気持ち、感情の核であるため、広告コミュニケーショ
ンや商品コンセプトの作成に向いており、一方JOBは具体的な行動を動か
す要因であるため、商品開発や商品の仕様を考えることに向いています。 

訪日外国人の調査を例にあげると、「観光名所よりも地元民との交流から
日本人の国民性を感じたい」という感情を表すものがインサイトである一
方、「位置感覚を掴みづらい東京で、自分が現在どこにいるのか把握しな
がら移動したい」という彼らの行動をドライブするものがJOBにあたりま
す。 

 
JOBは代替行動として表れる 

前述したように、生活者は日々の生活の中で常に何らかのJOB（片づけな
ければならない仕事）を持っており、それらをさまざまな商品・サービス
を用いて解決しながら暮らしています。しかし、それらすべてのJOBに最
適な商品・サービスが常に供給されているわけではなく、そういった場合
彼らは何らかのモノを代替的に雇用し、その場をしのいでいます。 

たとえば、病院でエスノグラフィーを行った際、患者が病院内で持ち歩く
書類が多いことが問題の一つとして浮上してきましたが、その中の一つの
課題として持ち歩く書類に対して、それらを整理する机やスペースが圧倒
的に不足しているという発見がありました。 

観察の中では、整理する場所が少ないため、わざわざ使われていない受付
カウンターに行って書類を整理したり、ゴミ箱の上の平らなスペースを
活用する患者が散見されました。 

この場合、片付けなければならないJOBは「数多くの書類を適切なタイミ
ングで取り出すために常に、整理された状況にしておかなけらばならな
い」というものですが、解決する方法として適切な机やスペースが不足し
ているため、人々は代替的に別の場所を利用していました。 
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このように、なんらかの代替行動として表れるというのがJOBの特徴であ
り、そういった代替行動の発見はそのまま機会領域として新商品・新規事
業を立案することにつながるのです。 

SEEDATAエスノグラフィーで 
行動観察において重視するポイント 

SEEDATAでは、ジョブには機能的側面、社会的側面、感情的側面の3つ
の側面があることを前提にしています。SEEDATAエスノグラフィーでは
それらを総合的に観察し、のちのジョブ分析で、それらを統合しジョブ
の輪郭を明らかにしていきます。 

1.機能的側面 
人がどんな仕事を片付けているのか、その際に何を雇用しているのか、ま
たはその商品、サービスのどういった機能的価値を求めて、その商品を
雇用しているのかを観察を通して見つけます。 

2.社会的側面 
社会的に対象者が置かれている状況、商品やサービスを雇用した文脈・前
後関係といった視点を観察に取り入れることによって、商品が雇用され
た意味を大きな視点から理解します。 

3.感情的側面 
商品やサービスを雇用する際の、生活者の心理的な要因や、商品やサービ
スを通してどのような気分を得たいと考えていたかを、観察やインタビュー
を通して見出します。 

行動観察を通して、これらの3つの側面からJOBを明確にし、JOBリスト
を作成します。 
具体的なジョブリストの例は、お問合せいただければお伝えいたします。 

SEEDATAエスノグラフィーにおけるアウトプット 

冒頭のフローでもご紹介しましたが、SEEDATAエスノグラフィーの納品
物は以下の6点です。 
・FUTURE WAVE 
・価値探索ディスカッションを通して得られた対象者プロフィール 
・行動観察を通して書かれた現場メモ（フィールドノーツ） 
・行動観察後のインタビューによって得られるサマリー 
・フィールドノーツとインタビューを通して見つけたJOBリスト 
・JOBリストから導出された機会領域 
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SEEDATAエスノグラフィーが特に効果を発揮する領域 

・機会領域により導出された機能的価値をもとにした新商品・サービス
提案 
・行動観察により、インタビューだけでは見えない生活者の行動文脈の理
解 
・FUTURE WAVEを用いた先進的な生活者の生活行動の探索 
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ここ数年、商品開発や事業創出など、さまざまな場面で「エスノグラ
フィー」という言葉を頻繁に耳にする機会が増えてきました。一言にエス
ノグラフィーといっても、単純な「観察調査」という意味で用いる場合か
ら、コミュニティのリサーチとしてエスノグラフィーという言葉を使う場
合など、ビジネスにおいては様々な意味で用いられることのある多義的な
言葉です。 
この記事では、「そもそもエスノグラフィーとは何なのか」といった疑問
から、他の調査手法との違い、メリット・デメリットに関する話まで、一
気にご解説いたします。 

【目次】 
1そもそもエスノグラフィーとは？ 
2エスノグラフィーの歴史 
3ビジネスにおけるエスノグラフィーの扱い 
4エスノグラフィーとフィールドワークの違い 
5エスノグラフィーとデプスインタビューの違い 
6訪問調査とエスノグラフィーの違い 
8グループインタビューのメリット・デメリットを解説 
9エスノグラフイーの事例～Netflixが行ったビンジウォッチとネタバレの
調査 

1 そもそもエスノグラフィーとは？ 

エスノグラフィー（ethnography）とは、もともと文化人類学や社会学に
おいて使用される調査手法のことを指していました。自分とは違った生活
世界に住む人たちの文化やコミュニティを、アンケートなどで得られた
数字（定量的なデータ）ではなく、観察やインタビューといった質的なデー
タを用いて理解するための方法論です。 

エスノグラフィーにおいて重要なことは、異文化や、ある生活を営む人々
の生活に自ら入り込み、コミュニティや人々の生活圏内の内側から彼ら
を理解することにあります。エスノグラフィーという言葉とよく混同され
て用いられる「参与観察」や「行動観察」という言葉は、人々の生活を
理解するというための１つの方法であり、「参与観察＝エスノグラフィー
ではない」、ということは十分注意する必要があるでしょう。 

そしてエスノグラフィーという言葉は、他者を理解するために彼らと生活
をともにするという調査研究そのものを指す場合と、その調査研究をまと
めた文字通り「民族誌」としてのエスノグラフィーを指す場合がありま
す。ビジネスにおいては、インタビューに代わる新たな手法としての「エ
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スノグラフィー」として、方法論としてのエスノグラフィーを指している
場合がほとんどです。 

2 エスノグラフィーの歴史 

エスノグラフィーは、英語でethno（民族）、graphy（記述したもの）
の2つの単語からできた言葉です。 
民族、という言葉からも分かるように、エスノグラフィーの起源は西洋の
文化人類学や社会人類学にルーツをもちます。最も有名なものはマリノフ
スキーによる『西太平洋の遠洋航海者』でしょう。イギリスの人類学者
であるマリノフスキーによって、メラネシアのニューギニア諸島の人々の
社会における「贈与」の意味を長期のフィールドワークによって解明した
一冊であり、これがエスノグラフィーの原点の１つになっています。 

このマリノフスキーの研究ではフィールドワークの期間は2年に及びます。
研究テーマによって調査期間はさまざまですが、数ヵ月から長ければ数年、
数十年に渡ることもあります。企業がエスノグラフィーを用いる場合は、
コストなどの問題から、大抵調査期間は数日から長くても数週間になりま
す。また、欧米企業に比べて日本企業の行うエスノグラフィーの期間は比
較的短いことが多く、エスノグラフィーの意味や効果が浸透していないこ
とが要因の１つであろうと考えられます。 

ビジネスにおけるエスノグラフィーの扱い 

アカデミックなエスノグラフィー（ethnography）は、文化人類学・社会
学において、集団や社会の行動様式を質的データから調査研究すること自
体、または調査研究をまとめた「民族誌」を指します。 

対して、ビジネスにおいてエスノグラフィーが用いられる際は「ビジネス
エスノグラフィー」という語を用いて区別することがあります。それは、
ビジネスにおけるエスノグラフィーが企業や顧客の課題解決、もしくは課
題発見のためにアカデミックなエスノグラフィーのエッセンスを抽出し、
ビジネスにおいて有用なものへと応用させたものだと考えられているから
です。 

ビジネスの場にエスノグラフィーが登場するようになったのは、1980年
頃、UIデザインの中で人間中心設計（Human-centered）が取り入れら
れ、1990年代にIDEO(米デザインファーム)を中心として「デザイン思考」
が確立されるようになってからです。デザイン思考(右脳的思考)は、ロジ
カルシンキング(左脳的思考)と対比して考えることが可能です。もともと、
「デザイン」とはデザイナーなどクリエティブな人たちの特別な職能だと
されてきました。 
しかし、「デザイン思考」という方法論が体系化されたこと、またデザイ
ンの扱う範囲の広まりとともに、「デザイナー的思考法」はビジネスマン
などを中心に様々な人が取得するべき技術となりました。そうした流れの
中で、人間中心デザインプロセスの考え方の手法として「人を観察する」
というエスノグラフィー的な方法論・視点が注目を浴び、主に商品開発な
どの場面においてビジネスで用いられるようになったのです。 

エスノグラフィーとフィールドワークの違い 

エスノグラフィーに近い言葉として、「フィールドワーク」という言葉が
あります。フィールドワークは社会学でよく使われる言葉ですが、あえて
日本語に訳すとすれば「野良仕事」という言葉が充てられます。野良仕事
という言葉からも分かるように、外に出て行う調査一般をフィールドワー
クと呼びます。そしてフィールドワークの対義語として「デスクワーク」
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があてられます。 

デスクワークの対義語と考えると、フィールドワークとは野外でのあらゆ
る調査活動であり、見る、聞く、話す、解釈する、記録するなど、さまざ
まな意味で用いられます。また、場合によっては街頭でアンケートを配る
ような調査も、現場に出ているという意味でフィールドワークという語が
用いられることがあります。 

さらに、人間のコミュニティだけでなく、動物や植物を観察すること、企
業や農村を見学することもフィールドワークと呼ぶことがあり、その用法
は文脈によってさまざまな意味を持ちます。 

対して、エスノグラフィーとは、人々の集団に関する記述的な研究のこと
を指します。コミュニティの内側に入り、参与観察やインタビューなどを
通して話を聞き、その集団の在り方や歴史を調査すること、もしくは調査
したものの結果をエスノグラフィーと呼んでいます。 

つまり、エスノグラフィーという調査研究を達成するための１つの方法と
して、フィールドワークがあり、そのフィールドワークでは「参与観察」
から「インタビュー」まで、様々な方法を混合して用いるのがエスノグラ
フィーです。 
もちろんエスノグラフィーにおいても「デスクワーク」は重要な意味を持
ちますので、どちらが大事というわけではなく、デスクワークで得た情
報をもとに現場へ赴くのが調査者の正しい姿だといえるでしょう。 

エスノグラフィーとデプスインタビューの違い 

ではここから、エスノグラフィーとその他の調査手法の違い、メリットデ
メリットに関して解説します。 

エスノグラフィーとデプスインタビュー、両者とも定性的なデータを得ら
れる手法として認知されていますが、ふたつの調査手法は得られるデータ
の性質という点で大きく異なります。端的にいえば、デプスインタビュー
では対象者が言語化可能な「価値観」を知ることができるのに対し、エ
スノグラフィーでは対象者が言語化できない「無意識の行動」を知ること
が可能です。 

デプスインタビューでは、対象者が言語化できる価値観や考え方を深掘り
して知ることができるため、彼らがどんな趣向を持っているか、なぜその
生活を送っているのか、という対象者の「心の動き（インサイト）」を知
ることができます。これは、彼らにどんなコンセプトで商品を作れば良い
のか、どんな広告コミュニケーションが彼らに響くのか、ということを考
えるために適した調査手法だといえるでしょう。 

一方で、エスノグラフィーでは、対象者が言語化できない、身体知や暗黙
知といった無意識の行動を観察によって発見することが可能です。なぜ化
粧品を持つときに〇〇な触り方をするのか、なぜ仕事をするときにPCの
周りに■■をこの順番で並べるのか、といったことは無意識のうちに行
なっていることが多く、観察して初めて対象者が気づくことも多くありま
す。そういった行動の背後には生活者が抱えている「解決しなければなら
ないこと（＝ジョブ）」が隠れている場合が多く、それらは観察を通して
発見することができるのです。 
そのため、エスノグラフィーはインタビューに比べて、商品開発や事業開
発に向いている調査手法であり、具体的なプロダクトの仕様や機能などを
考えるための良い素材となります。 
エスノグラフィーとインタビューはどちらが優れている、というものでは
なく、相互補完的なものであると考えるのが良いでしょう。エスノグラ
フィーを通して、その中でより深堀りしたい、今までなかった行動をしっ
かり見つけ、インタビューを通して価値観や考え方を知ることで、コンセ
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プトやアイデアがより具体的なものとして浮かび上がってきます。 

訪問調査とエスノグラフィーの違い 

次に、エスノグラフィーと近い性質を持つ「訪問調査」とエスノグラフィー
の違いについてです。 

一般的に訪問調査とは、調査対象者の「家」を訪問しインタビューやアン
ケートを通して調査を行うデータ収集法の１つです。 
訪問調査とエスノグラフィーの最も大きな違いのひとつが、対象者と観察
者の関係性や、観察者の「態度」のあり方です。 

基本的に訪問調査は「客観的な調査」であるといえるでしょう。 
訪問調査や行動観察において最も重視されるのは「バイアス」をかけな
い環境づくりです。特に訪問調査では、家庭での生活の実態を把握するた
め、調査者はできる限り存在を透明に近づけることが望ましいとされ、
Fly On the Wallとも呼ばれる態度が期待されます。 

対してエスノグラフィーでは、対象者と信頼関係（ラポール）を築きなが
ら、観察者と対象者を対等な立場に近づけて観察を進めていくことが一
般的です。 
これは、もともとエスノグラフィーが文化人類学・社会学から生まれた手
法で、集団（コミュニティ）や社会の行動様式を、集団の内側に入って調
査・記録することを目指したことが背景にあるからと考えられます。 

そのため、ビジネスにおけるエスノグラフィー調査においてポイントとな
るのは、調査者と対象者という関係を作らず、如何にそのコミュニティに
自然に溶けこめるかという点です。 

訪問調査が調査者がその存在を透明にし、客観的に調査を行おうとするも
のであるのに対して、エスノグラフィーでは、実際に自分もそのコミュニ
ティの一員となって調べていくことを非常に大切にしています。 

それは対象者と話しながら新たな答えを一緒に探していくというイメージ
で、対象者に対して一方的な理解ではない「了解的な調査」であるともい
えます。これがエスノグラフィーの特徴であり、訪問調査との最も大きな
違いともいえるでしょう。 

【エスノグラフィーの事例】 
Netflixが行ったビンジウォッチとネタバレの調査 

ここではエスノグラフィーの手法を取り入れ、サービスの改善に利用した
Netflixの事例を紹介します。 
Netflixはアメリカのカリフォルニアに本社を置く、世界最大の動画配信サー
ビスを提供する企業です。ウェブサイトからの注文可能なDVDのレンタル
を世界で初めて導入し、その後、当時では画期的だった定額制のレンタル
DVDサービスを開始しました。そして2010年にオンラインストリーミン
グのサービスを開始し、現在では世界で1億人を超えるユーザーを抱える
までに成長しています。 

Netflixの文化人類学者との取り組み 
Netflixなどの動画配信サービスの普及したことで、テレビやDVDを中心
に利用していた消費者の行動は大きく変化し、Netflix側もこの変化に合わ
せたコンテンツの提供の必要性を感じていました。彼らはユーザーに関す
る膨大な量のデータを持っている一方で、こうした動きがなぜ、どのよう
に起こっているかという部分を数値データの分析だけで理解することは困
難でした。そこでNetflixは調査対象者の生活への参与観察を行うエスノグ
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ラフィーの手法を用いて、ユーザーの行動の調査に乗り出しました。 

調査を行う上で、彼らは定性調査の専門家である文化人類学者のグラン
ト・マクラッケン(Grant McCracken)に協力を要請しました。マクラッケ
ンはカナダ人の文化人類学者で、消費や髪型などをテーマとした研究をし
ています。また彼は研究活動に加えて、NetflixのほかGoogleやAmazon、
IKEAといった企業に対してコンサルティングを行っている人物でもあり
ます。 

「ビンジウォッチ」という視聴方法の普及と発見 
ドラマの1シーズンを一度に最後まで見続ける、または、その内の複数話
を連続で見続けるビンジウォッチ(binge watch)という行動があります。
これは日本語でいう「イッキ見」に相当するものです。現在では当たり前
となってきているビンジウォッチですが、オンラインストリーミングが登
場する以前は、ドラマの最新話を見るためにテレビで放送されるものを毎
週１話ずつ見る、もしくはDVD化されたものをまとめてレンタルして見る
というのが一般的でした。 
一方オンラインストリーミングの登場後は、最新ドラマの１シーズン全
話が一度に配信されるようになり、ユーザーの好きなタイミングで視聴す
ることが可能になりました。こうしてビンジウォッチが若者の間で流行す
るようになったのです。 

マクラッケンはビンジウォッチが人々から支持されている理由や行動の変
化を解明するため、実際にアメリカやカナダの家庭を訪れて調査を行いま
した。その結果、調査対象者の多くは、ドラマを長時間見続けることに
関して、時間的な罪悪感を感じていないということが分かったのです。 
現在の感覚では、ビンジウォッチに対してネガティブな印象を持つことは
少ないかもしれません。しかし以前は、ドラマを何時間も見続けるという
ことは、パジャマを着たままダラダラとテレビの前で横たわり続けるよう
な怠惰な行動だと多くの人は認識していました。 

しかし最新のシーズンが全話まとめて配信されるようになったことで、
早く全話を見通したいという意識から、複数話を集中して見るスタイルが
むしろ主流となっていました。ユーザーはビンジウォッチを、ドラマに
夢中になることで忙しい普段の生活から逃避することのできる有意義な時
間として認識するようになったのです。 

「ネタバレ」ユーザーの５分類 
ビンジウォッチが一般化したことで、今度はドラマの最新のシーズンを
いち早くチェックしようと、ユーザーたちは競い合うように見るように
なりました。それと同時に起こったのが、ユーザーの「ネタバレ」に対す
る意識の変化です。 

Netflixとマクラッケンは、ネタバレの文化の変化についても詳しく調査
を行い、以下のようなことが判明しました。 

・対象者の75%はネタバレは起こって当然のことだと考えている。 
・対象者の94%はネタバレされてもドラマの続きを見ることをやめようと
は思わない。 
　うち13%は、ネタバレされることによってむしろ続きが楽しみになる。 

かつて視聴者はテレビで放送されるドラマを1話単位で週ごとに視聴して
いたため、リアルタイムで見た友人との会話を通して、ストーリーの結末
やターニングポイントを実際に見る前に知ってしまうことで、その1話を
見る楽しみが失われていました。そのため、当時ネタバレは非常に深刻な
ものだったのです。 

しかし現在ではシーズン単位でオンライン配信されるようになり、１話ご
とのストーリーの要点を知ることはあまり重要だと考えられなくなり、
むしろ、どのようにそこにたどり着くかという経緯を見ることが楽しみに
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なっているのです。つまり、ユーザーは真相というゴールではなく、それ
に至るまでの過程により重点を置くようになったということです。 

以前であれば、他人より先の話を知っていることは、ネタバレをする力を
持っている者とネタバレされるリスクを負っている者という上下関係が成
立していましたが、現在ではもはやネタバレをされることは当然だという
認識が一般的になっているとマクラッケンは主張します。 

また、こうした調査の結果から、マクラッケンはネタバレをする人の性質
を5つタイプに分類しました。 

・Shameless Spoiler 
ネタバレをしていると自覚しているが、ネタバレをすることは当たり前の
ことであって罪悪感はない。 
・Power Spoiler 
ドラマを早く見ることを周囲とゲーム感覚で競い合っている。ネタバレす
ることで相手に勝利を知らしめている。 
・Coded Spoiler 
内容をよく知っている周囲の人だけがネタバレの意味を理解することがで
きるように、暗号的にネタバレをすることで優越感に浸る。 
・Impulsive Spoiler 
ドラマの魅力を伝えようとしてうっかりネタバレしてしまう。 
・Clueless Spoiler 
自分が見たものは他人も見ているという前提で会話をしてしまい、無意識
にネタバレをしてしまう。 

こうしてNetflixは、エスノグラフィックな調査で自社のコンテンツを視聴
しているユーザーをプロファイリングすることで、提供するコンテンツへ
の反応をユーザーの性質に合わせて正確に推測しているのです。 

生活の中に入り込む、エスノグラフィーの有効性 
Netflixはテレビが進化するにつれて視聴者のテレビの見方も変化している
ことに注目し、ビンジウォッチやネタバレをあらかじめ意識したコンテン
ツの作成や宣伝など、ユーザー視点のサービスデザインを可能にしてきま
した。 

今では当たり前となっているオンラインストリーミングの文化ですが、新
たなサービスの登場とともに行動を変化させるユーザーと、そのニーズ
を汲み取ってユーザーに寄り添ったコンテンツを提供するNetflixの双方に
よってこの文化は築き上げられていると捉えることができます。 

消費者が生活する空間で、商品やサービスがどのような文脈で利用され、
どのようなニーズが生まれているかという生の情報は、実際に彼らの空間
に入り込むことで初めて分かるものだといえるでしょう。 
こうした定性データを収集するエスノグラフィーは、近年マーケティング
や商品開発によく応用されるようになっています。また、その他にも、
サービスの改善や戦略の立案においても有効な手段として活用することが
可能です。 

参考 
Netflix Declares Binge Watching is the New Normal 
-https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-
watching-is-the-new-normal-migration-1 

How Thick Data changed Netflix 
- https://blog.antropologia2-0.com/en/how-thick-data-changed-netflix/

The Case of the Ornamental Anthropologist 
How Netflix puts a human face on Big Data. 
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-http://www.slate.com/articles/technology/future_tense/2015/05/
netflix_tries_to_put_a_human_face_on_big_data_with_its_own_anthrop
ologist.html 

Netflix Research Reveals Our Depraved Love of Spoilers; Americans’ 
Inability to Shut Their Pie Holes 
- https://www.themarysue.com/netflix-spoiler-research/ 

Spoiler Alert! It's OK to Spoil 
- https://media.netflix.com/en/press-releases/spoiler-alert-its-ok-to-
spoil-migration-1
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