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'１ 製品開発のための創造的手法

◎１－１より効果的なユーザー描写のために

本瞥の目的は､架空の人物である「ペルソナ」を紹介することだ。

「ペルソナ」は､実在する人々についての明確で具体的なデータをもとに作り上げられ

た架空の人物であり､ユーザーが本当に使いたいと感じる製品の実現をサポートするた

めのツールであり、手法である。

データをもとにペルソナを作成し､製品開発の全プロセスにおいてベルソナを使用す

ることにより､次のことが述成できる。

●製品の使い勝手､実用性､魅力を高める。

●製品開発のプロセスを合理化し､ブﾛグｸﾄ･チームの協調性を高める。

●企業が自社と顧客の両方にﾒﾘｯﾄのある判断を下せるようにする。

●企業の純利益を高める。

ペルソナは､まさにこのようなことを支按してくれるものだ｡本書では､彼らペルソナに

命を与え､彼らを橘川していく方法を説明する。

◎１－２想像力のプロフェッショナルになる

この本を手にしたあなたは､クライアント企業やビジネスパーソンなどを対象とした製品

の側発に柵わっており､これらの人々について想橡することが仕事の一部になっている

に速いない。「これらの人々は何者なのか｣｢彼らは製品に何を欲しているのか｣｢彼ら

は物事をどのように行っているのか｣……しかし､彼らの仕事や生活の状況を理解する

ことや､あなた自身と彼らとの違いを理解することがどれほど離しいかを､あなたは十分

旗知しているはずだ。

よい製品を作るためには､想像力のプロフェッショナル､つまり製品を使う人々を明確
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にイメージできるようにしなければならない｡製品を使う人々 について､単にイメージする

だけなら離し<はない。しかし､製品のユーザーとしてイメージした人と実際に製品を賊

入して使う人との間に共通点があるかというと､これは確かとはいえないのである。

ソフトウェア､ハードウェア､サービスを含めた製品が何であれ､それに関わる人は誰

しも､製品が便利で好評を博し､しかも利益をもたらすものになってほしいと考える｡筆

者は､効率もコストパフォーマンスもよく､適切な機能と品質を備えた製品を開発する手

助けをしたいと想っている｡その製品がﾋｯﾄし､需饗とロイヤルテイを喚起することを

願っている。また、製砧を使う人たちが適切なタイミングで適切な機能を見つけられるこ

とや、自分たちが専門的知織を深めるに従って製品が成長することを知って､製茄に

満足し製品を繰り返し使ってくれることを望んでいる｡誰しも､自分の努力の結果として

製品を轡んで受け入れてもらいたいと思う。しかし再んでもらうためには､柑乎が誰なの

か､何を欲しているのかを知らなければならない。

股もよい方法は､製砧に挑わるすべての関係者が常に製砧を使う人々のことを考え

ることである｡そうすれば､ユーザーに関する実補報がすべての意思決定事項に反映

され､製品を使うあらゆる人が満足するはずだからだ｡しかし､これは現実的ではない。

ユーザー中心デザイン(UserCenteredDesign=UCD)を実現しそのﾒﾘｯﾄを得るに

は､製船1M発という混沌とした世界にユーザーに側する正確な悩報を投入する創造的

な手法が必要とされているのだ。

◎１－３人々のために製品を作るということ

本番は､製品の設計や開発に挽わるすべての人を対象としている｡なかでも､「製

品を使う人とその環境を理解することこそが､よい製品を作るための岐初の一歩であり、

これを継続していくべきだ」と考えている人に統んでいただきたい。

この本では､ユーザーの怖報を製品の仮想ユーザーである「ペルソナ」に変換する

方法を紹介する｡ペルソナは明確に定義されたユーザー像であり､製品を設計､製作

する人々の記憶にはっきり我る印象的なものだ。

この本では､多くの人に好まれる製品を設計し開発するために､ペルソナをどのように

作成し使用するかを解税する｡そして､jitにペルソナの価値を示すだけでなく､優れた

製品を作るためにペルソナを作成し､それを共存して活用するﾃｸﾆｯｸとツールを紹介
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する｡特に重要なのは､ペルソナは､ユーザー･テスト､シナリオベースのデザイン､認知

的ウオークスルー(ﾌｪー ズ4参照)などの他のUCD手法を補完するものだということだ。

'２ ユーザーの理解

◎２．１「ユーザーを中心にすること」が難しい理由

やりたいことを望みどおりに反映して実現できる製品はめったにない。なぜだろう

か｡製品は人々のニーズや要釧をもとに作られるものだ｡これは当たり前のことのようだ

が､現実にはユーザーに関する怖報を製品の設計／開発の中心に据えるのは難しい。

ユーザーを中心にすることが困難な理由には､次の3つがある。

第１に､顧客志向は自然なことではないということだ｡人間は､生まれながらに自分本

位な生き物だ｡つまり人間は､脚分I:l身の欲求やニーズに雌づいて製品を股叶する傾

向を持っているということだ｡ブルース･タグナジーニは､製品の評価をしてもらうために、

自分自身とよく似たユーザーを探すことがあると指摘している[TognazzinL1995]・自

己中心のデザインは､テクノロジー本位のデザインよりはましかもしれない｡しかし瞥通は、

1M発チームのメンバーが製品のﾀー グｯﾄ･ユーザーを代表しているわけではないのだか

ら､不適切な製品を生み出す原因となりかねない。

第２に､ユーザーは複雑で多様だということだ｡ユーザーの要望､好み､言動を把握

するのは簡単ではない｡しかも､性々にして､一部のユーザーを満足させることがほか

のユーザーの不満を招くことすらある。

第３は､ユーザーを理解するためにユーザーやマーケットの調森をする人､あるいは

営業チームやサポート･チームなど実際にユーザーと接する人たちと､製品の設計／開

発をする人とが災なることだ｡開発チームは､ユーザーに関する怖報を必要とするときに、

それが得られなかったり情報が理解しづらかったり記憶に残りにくかったりすると､ユー

ザーが好むだろうと推測した機能､時として股も簡単で股も低コストの機能の設叶／開

発を進めてしまう。
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以上の3つの問題を解決し､ユーザーをプロダクト･チームの活動の中心に据える手

段が必要なのである。

◎２－２「ユーザー」という言葉は役に立たない

ＵCDが新しいアイデアとして登場したとき、設計／開発プロセスにユーザーという単

納を持ち込んだことだけで説得力があった。それは体制への挑職ともいえるものだった。

しかし弧念ながら、ユーザーという言葉が企業の日常会話の中で使われるようになった

だけでは､効果的なUCDを進めていくには不十分だ。

すべての人は､自分たちがユーザーを念頭に置いて製品を開発していると思い込ん

でいる｡これについて熟ねられたら「私はユーザーのことを巷えています」と答えるだろ

う｡ところが､ユーザーについて語る人にユーザーの定義をIlIlうことはないし､組織内の

それぞれの人は、「ユーザー」について異なった説明をする｡組織内の全員に､誰の

ために製品を開発しているのかについての明確で一致した理解がなければ､製品は失

敗に終わる可能性が高い。「ユーザー」という言葉は､明確さに欠けているのである。

そこで､「ユーザー」に汀及するこれまでの習佃をやめて､製品を使ってほしいと考え

ている実在の人々に触点を合わせる方法が必要となる。

◎２．３ユーザーを理解するためにデータを収集する

企業は多くの秘類のユーザー調査や顧客捌査を実施しており、次期製品のユー

ザーになりそうな人を見つけてはコンタクトをとろうとする｡これには､インタビュー､フィー

ルド澗査､電話やウェプによる調査､フォーカス･グループ､視察､サーバーのログ分析、

ユーザー･テスト､サポート･コールの追跡､ベータ･プログラムに対する評価などが用い

られる｡このほかにも､写真や広報ツール(詳細はフェーズ3参照)の収染､インタビュー・

メモの作成､タスクの分析､人々がタスクに取り組み､達成する様子の観察､記録など

も行う。

多くのデータを収集した後､データを分析し､情報を抽出し､是いレポートを番き上げ

る｡このレポートには､役に立つ悩報がたくさん含まれており、ユーザーとその現境､行

動についての全社的な珊解を確立するには､これで十分である。
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◎２－４未加工のデータやレポートは実用に供さない

このような膨大なレポートは､企業内でどのように扱われているだろうか｡悩報が蝋揃

で沸細なレポートを受け取ったときに､さっと目を通す人もいるだろうし､注意深く読む人

もいるだろう｡また､砿要な文書の山に投げ入れてしまう人もいるかもしれない｡レポート

されているユーザーや顧客のニーズは､いつも当面の問題と関連があるとは限らないし、

側迎があったとしてもレポート自体は厄介で退屈､そして日々の開発プロセスに当てはめ

るのは難しい｡すなわち､ユーザー･レポート､ターケット顧客の分析記録､ユーザー・

プロファイルなどは､MIi客にとってもチームのメンバーにとっても役に立っていないというこ

とだ。

データを検証してレポートを作ったかどうか､それを銃んだかどうかにかかわらず､多

くの人々が製品11M発の提案をし続けている。製仙側発のプロセスが進むにつれ､組織

内では､製品企画､般計､技術開発､マーケティングなどについての何千という意思決

定が下されるが､その多くはユーザーについての仮説に基づいている。

ユーザーについてのレポートを読んだ人でさえ､個人的な経験と先入観によって色づ

けされた､わずかな耶実とあいまいな仮説に遮づく叶両を立てることが少なくない｡そし

て､社内の人々 がそのi１１．画に若手しようとした頃には､1M発プロセスに役に立つ洞察を

含んだこのレポートは､仕様書､設計ブﾗﾝ､メッセージ･ブﾗﾝ等の文書の中に埋もれて

しまっている。

もちろん､長文のレポートだけがユーザーについての洞察を伝達する手段ではない。

これ以外にも､ビデオ･クリップ､プレゼンテーション､ポスター､その他の広報ツール(コ

ミュニケーション用の制作物)により､データの重要なポイントを伝えることができる｡このよ

うな広報ツールはそれ自身が､努力と想像力､決断の産物である。

このように､ユーザー･データを伝えるために魁かな広報ツールを使っても､大部分の

ユーザーに関する梢報は､股終製111,に至るプロセスのどこかで失われてしまう。

どうしてこのようなことが起こるのだろうか。

ユーザー情報を伝達するのは､生やさしいことではない｡これは､伝言ケームのメッ

セージと同じ運命をたどる傾向がある｡最初の人が､明確なメッセージであると信じてい

ることを隣の人にささやく、隣の人は次の人にささやく、というように続いていく。メッセー

ジはこのプロセスの巾でゆっくりと変化していき､股後の人はオリジナルのメッセージとは
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まったく遮ったメッセージを聞くことになる｡ユーザーに関する情報も､人から人に伝えら

れるにつれて同じ結果になる｡オリジナルのメッセージの明確さが失われてデータと仮説

が混ざり、峨後には､次々 に伝えられる川に変化した､成り行きまかせのディテールに韮

づいたユーザー像が描かれることになる。

◎２－５ユーザー理解だけでは優れた設計はできない

ユーザー怖報は一般的に､仕様排に含まれる「ユーザー要求」をもとに股計や開発

のプロセスに取り入れられる。しかし､これが効果的だとは限らない｡設計は必ずしも仕

様書どおり､というわけではない。開発担当者が作業するにあたり､微調整が行われる

こともある。したがって､時間が進むにつれ､設計と仕様紳が食い遮ってくる｡彼計は、

テクノロジーの変化､時Ⅲ的プレッシャー､経営者の心変わり､競合の変化､開発者が

｢どうしても実現しなければならない」と思う彼ら好みの機能やテクノロジーなどの影響

を受け､そして「最終」仕様書ですら､製品を完成きせるという現実から忘れ去られる。

ユーザーを卵解しそれを効果的に伝達できたとしても､その情報を製品設計に反映

するという難IIllに取り組まなければならない｡優れた設叶は、目的の述成をサポートし、

技術の潜在的可能性をフルに生かすものだが､これは容易に実現できるものではない。

現状の製品や問題から､喜びと利益をもたらすイノベーションへ飛躍する確実な方法は

ない。

顧客志向の製品設計者として行っていることの多くは､系統だったものではない｡そ

のプロセスは､柵造化されて侭頼できる手順というよりはむしろ錬金術に似ている｡そし

て､優れたｲﾝﾀﾗｸﾃｨプ･デザインの原則を用いたとしても､また高度な教育を受けた

有能な設計着であってさえ､蛾初は間違った思い込みをしがちだ｡そのうえ､製品は１

日でできるものではない｡最良の般叶だったとしても､その実現の過程で変化する。した

がって､プロダクト･チームとﾀｰグｯﾄ･ユーザーのＩｌ１ｊ肴に評価され､一貫性のあるビジョ

ンに従って繰り返し改訂されることによって優れた設計になるというのが一般的だ。

ユーザーを理解しようと努めても､ユーザー･データを製品設計に取り入れようとすると

きには､次のような間題に週遇することになる。

●プロダクト･チームがユーザーを理解するのに役立つ摘報を見分け､それを伝え
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るのは難しい。

●ユーザー情報が適切に伝えられたとしても､一倒した解釈がなされるとは限らない。

「ユーザー」をメンバーそれぞれが微妙に異なった解釈をしかねない状況で､製

品を作っている可能性がある。

●ブﾛグｸﾄ･チームの全員に共通したユーザー理解がなされた後に､製品設計上

の意思決定を伝達､指示するために､これをどのように使ったらよいか。現状で

のユーザーの役割や仕砺と、新しいシステムでサポートする役割や仕耶との間

の隔たりを橋渡しするのは容易ではない。

●設計に対する意思決定が下された後、製品の岬価に際して、どのようにユー

ザー情報を使用するべきか。

将来を展望すると､ＵCDのプロフェッショナルがこれらのビジョンを広げてくれるはず

だ｡我々は単にユーザー･インタフェースを作成しているのではなく､豊かで完成された

｢ユーザー･エクスペリエンス」を作っているのである｡ブﾛグｸﾄ･チームは､このエクス

ペリエンスの対象となるユーザーに無点を当てることを要求される。

３ ペルソナの必要‘性

◎３－１顧客志向デザインを支援する

製品を設計する人､製品についての意思決定を下す人､実際に製,HiをI｝M発する人

に対して､ユーザー悩報を利用させるにはどうしたらよいだろうか｡どのようにしたら彼ら

がユーザーの考えに共悠し､日々の開発作業に多大な影響を与えるこれらの要因を真剣

に受け止めるようになるだろうか｡このことを実現するにはさまざまなツールが必要となる。

この本で紹介するのは､そのツールの１つだ｡すでに知られ頻繁に識碕きれているに

もかかわらず､これまでほんの概要しか脱明されていなかったツール､それがペルソナ

である。
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ペルソナは､架空のﾀｰグｯﾄ･ユーザーを具体的に､しかも詳細にわたって描写した

ものである｡ペルソナの概念はアラン･クーパーによって生み川されたもので､1999年に

発行された「コンピュータは､むずかしすぎて使えない!』(期泳社､2000年）［Cooper’

1999]によって広められた。ペルソナは､ユーザーの特徴を表すイメージであり､記憶に

磯りやすく､しかもすぐに使え､設計／開発のﾀー ｹﾂﾄとして役に立つものだ‘,ペルソナ

は､ほかの手法にない独自の方法で､ユーザーに関する怖報をプロダクト･チームに伝

えてくれる。

ペルソナは､プロダクト･チームそして組織全体をMji客志向にする。

以下は､メグ･アワリハンがリストアップしたペルソナのﾒﾘｯﾄである。

●ペルソナはユーザーに関する仮説と知識を明らかにし､ユーザーについて鱈るた

めの共通言語を作り上げることを可能にする。

●ペルソナにより特定のユーザーに熊点を当てた股計が行え､よい決定を下せるよ

うになる。

●ペルソナはユーザーへの興味と共感を呼び起こし､ほかのユーザー･データでは

表現できない方法で､ブﾛグｸﾄ･チームがユーザーに関われるようにする。

この3つのﾒﾘｯﾄの詳細を検討してみることにしよう。

◎３．２ユーザーに関する仮説と知臓を明らかにする

社内で｢顧客は､こんなものを買わない」とか｢ユーザーは理解できないだろう」など

と言われるのを耳にしたことがあるはずだ｡社内の人々 は､それぞれに顧存とユーザー

についての仮説を持っている｡これらの仮説は必ずといってよいほど､個人的、文化的、

また紺織的な侃見に韮づいているものだが､それは個々人が持っているものであり、し

かも､ほかの人々からは隠されていたり、仮説を持っている本人すら気づいていないこと

もある｡このような仮説は、表に現れるか存かにかかわらず､製品の設計とその成功に

影智を及ぼす。

仮脱を公にし一・辿の仮脱に同窓を得るだけでも、コミュニケーションは高まり､プロダク

ト･チームはいっそうよい製品を作れるようになる。しかし､これがデータの代わりになる
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わけではない｡製品の設叶者が鹸初に行わなければならないのは､データをもとにして

チームの作業の中心となり､チームで共有するユーザーについてのビジョンを作ることだ。

ペルソナは､多様なデータ･ソースを人間の姿に変換したものだ｡そして、人間が本

質的に持っている「人を覚える」能力を利用して､データを記憶できるようにする｡ペル

ソナは､不明瞭なユーザーにとって代わるものであり､明確で変わることのない「ユー

ザー」の定義を提供する。

◎３－３「全員」でなく特定のユーザーに焦点を当てる

近年､ブﾛグｸﾄ･デザインの世界ではペルソナが話題を集めている｡抽象的にユー

ザーを表現する手法はしばらく前から使われているが､少数の具体的に定義された

ユーザーを対象に製品を股叶するという考え方は､比較的新しく､急進的である｡そも

そも､広範囲にわたるマーケットの中でﾀー グｯﾄを定義することは難しい｡製品が売れ、

競争力を保つには､より多くの顧客の問題を解決し､より多くの顧客が興味を持つ製品

を作らなければならないと考えがちだ。

私たちは､テクノロジーが想像を絶する速度で変化し､処理能力が劇的に蝋大する

世界で働いている｡そして､餓合製品の長所をキャッチアップするために､噌大する技

術的キャパシティを利用して､顧客のニーズに見合う機能を後継製品に追加するという

やり方の開発に慣れてしまっている。

「多いことはよいことだ｣という企業文化の中で､それに従って製品を柳築する傾向が

あり､どのようなﾀー ｹｯﾄ顧客の定義も､あらゆる人を包含した「すべての人」となる傾

向にある。

◎３－４選択範囲を狭めることで、よい意思決定をサポートする

アラン･クーパーは､前掲杏[Cooper，1999]で｢幅広い対象顧客を満足きせる製肋

を作るためには、．.…･１人の人のために設計することにより､はるかに大きな成功を収め

るだろう」と述べている。1人のユーザーのために､あるいは少数の厳選したユーザー

のために製品を作るという考えは、業界の理念に相反するものにも見えるが､クーパー

の言葉を額面どおりに解釈すると､製品の機能と特徴を特定の少数の人が満足するよ
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うに制限すれば成功する､ということになる。

この考えは､必要以上に制約的で危険に見えるので､大半の人が最初は尻込みす

る。少数の人だけが満足するように股叶を制限するというのは怖いことだ｡対象とした

少数の人しか製品を購入しなかったら、IHI連った人のために股計してしまったら､など

の心配に加え､最も多数の人から好まれる製品を設計したほうが安全なのではないか、

とも考えがちだ。

バリー･シュワルツは、「なぜ遇ぷたびに後悔するのか－｢遡択の自由」の落とし穴」

(ランダムハウス識綾社､2004年)[Schwartz,2004]において､過度の遡択肢を持つ

ことは､少ない選択肢しかない場合に比べて､身動きができず､不幸で､決定しにくいと

感じさせると述べている｡この議論は､製品設計の分野において意味を持っている。そ

してこれは､ユーザーの特徴を凝縮して具象化することで逝択肢を減らすペルソナを使

うとなぜ自由によりよい決定を下せ､よい製品を生み出せるのか､の説明にもなっている。

製品の開発プロセスの初めには､備えるべき機能に側する多くの案があり､どの機能

を開発するかを決定しなければならない｡多くの企業は､すべての機能を搭載するとい

う選択肢は存在しないことに気づいている｡なぜならば､リソースは限られているからだ

が､さらに爪嬰なことは､すべての機能を搭戦しようとすると紡果として誰も満足しない

製品を生み出す危険性があることを理解しているからである｡新しいプロジェクトを始め

れば､常にトレードオフに直面することになり､そして、「決定に際して､無理やりトレード

オフに直面させられることは､人を不幸にし､優柔不断にする」とシュワルツは前掲脊で

述べている。

またシユワルツは､製品を設計するときに経験するのと同棟なﾄﾚー ドｵﾌを強制される

ことについて､ある調査結果を記述している｡これによると､こうしたトレードオフを強制さ

れると間述った選択をしてしまうかもしれないというストレスを感じ､逃してしまったかもし

れない可能性に対する後悔を覚え､失うことへの嫌悪感を持つことになる。

たとえばステークホルダーは､ある機能を採用しないと決定することにより、製品が失

敗する可能性があると考えがちで､主要な機能の優先順位を下げる決定はしたがらな

いものだ､と言う。調査によれば､利害関係が大きく､失敗による犠牲が大きいと見られ

るときには､いかなる意思決定も同避しようとする傾向があるという結果が出ている｡ス

テークホルダーが､採用しない機能を決定しなければ､機能に特徴がなくなり､すべて

の人に気に入られようとして､誰も満足しない製品を生み出すことになる。
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そして同書の最終章でシユワルツは、「制約を好むように」と勧めている｡なぜなら、

｢制約の巾での選択､制限の中での自由により､我々は多くの可能性を見出せる」から

である。

ペルソナは､このような制約を作り出す役割を持つ｡ペルソナは､誰が製品のターケッ

ト･ユーザーあるいはターケット顧客かを定義することで､ある種の意思決定を下してく

れる｡たとえば､製品の主要ペルソナがプロードバンドを使っていなければ､プロードバ

ンドを必要とする投計はできない。ペルソナの中に入れ込む詳細怖報の１つ１つが遡択

肢の数を制限するのである。ペルソナは製船が使われる領域を峨密に定義し､その釧

域の巾でのみ､設計中の製船の「すばらしい可能性｣を追求する自由を与えてくれる。

製品開発の初めから､ペルソナはユーザーの「声」としてデータを提供する｡そして

このおかげで機能についての縦論を減らし､プロジェクトに集中できるようになる｡ペルソ

ナは一猫してﾀｰグｯﾄの姿を伝え続ける｡しっかり定義された少数のペルソナのために

のみ投訓．すると､多くの人に好まれる製品を生み出せる理由はここにある。

◎３．５ペルソナは設計チームと開発チームの間を結ぶ

これまでに説明してきたﾒﾘｯﾄは､ほかのUCD手法やペルソナ以外のユーザー描写

でも得られる。しかし､ベルソナはチームを結びつけるという点で､類似手法より優れて

いる。

ペルソナは楽しい｡本やテレビ番組､映11Mなどの搬場人物のように､ペルソナは共感

を呼び､想像をかきたてる。側発チームのメンバーは､ペルソナに生命を与えることで、

ペルソナの稲極的な関係者となる｡メンバーがペルソナに惚れ込んでしまうことさえある

ほどだ。

プロダクト･チームは､ベルソナを実際の人川として扱い､ペルソナの立助から縦論す

るようになる｡そして製品がリリースされ､ペルソナが引退するときには､それを悲しむ人

も出てくる｡この現象の原因の１つは､ペルソナが詳細にわたり､具体的でしかも個人

の形になっていることによる。意味のあるデータをもとに作られたペルソナは､ほかの表

現方法にはない信頼性を持っている。

ペルソナは脱得力に術む楽しい方法であり､プロダクト･チームにMII容志lijlをもたらし

てくれる。蝋富なデータを使って､系統的な方法でペルソナを作成し､ユーザーに熊点
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を当てるようになると、チームの多くがユーザーについて深い理解を持つようになる。初

めてUCDに取り組むプロダクト.チームでは､ペルソナは繰り返し行うユーザー.テストや

促期的な比族学的捌在というような、尚価だが効果的な方法の布石ともなる。

４ ペルソナ･ライフサイクル

◎４－－１ペルソナ・ライフサイクルのフェーズ

ペルソヅーのライフサイクルは､ペルソナのプロセスを人''11の成災モデルの器段階に

険えたものである｡図0.1に示すように､ペルソナ･ライフサイクルには､「雌伽と計IiIi期」

｢受胎と妊娠期｣｢誕生と成災期｣｢成人期｣｢功裁、岬使用､引退期」の5つのフェー

ズがある｡これらのフェーズは､襖雑になりがちなペルソナ･プロジェクトを冊進化し､ペ

ルソナを柄川するうえでの11t嬰なlljlniを示している｡

図0.1ペルソナ･ライフサイクル

ベルソナ・ライフサイクルの5つ

のフェーズ．「準伽と計画」期、

｢受胎と妊娠」期、「誕生と成

長」期、「成人」期、「功績、再

使用、引退」期までの順序、お

よび各フェーズにおける相対的
な活動量と亜嬰性を示している。

以降の5つの激では､各フェーズ

について詳細な脱明をする
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ペルソナ･ライフサイクルは､その格のとおり､周期的で巡続的なプロセス･モデルであ

る｡図0.lのように､各段階は連続するフェーズで柵築され､「成長」期に頂点を迎える

が､そこで終わるわけではない。また、股終フェーズである「功縦、再使川、引退」期

の直後に最初のフェーズに戻るわけでもないことに注意していただきたい｡ペルソナ･プ

ロジェクトはそれぞれに異なる方法で終わり､再開されるからである｡プロジェクトに応じ

て､ペルソナは再使用や再生あるいは引退する。

各フェーズはその前のフェーズの上に栂築されるが､ほかのフェーズと比べて愈要な

フェーズもあれば､ｌ～2時間で終わらせることのできるフェーズもある｡亜要なフェーズ

は、「受胎と妊娠｣期および｢成人」期である｡ペルソナのプロセスは､時Ⅲlやリソース

およびデータに応じて独自にカスタマイズできることも覚えておいていただきたい。

ペルソナのライフサイクルは､是時川を要するとは決まっていない｡ペルソナ･プロジェ

クトに取り入れる手法は遮択できるし､各フェーズを杓くわけにはいかないが､簡単にす

ることもできる｡それぞれのフェーズに注意を払うことで､ペルソナ･プロジェクトが成功を

収める確率が高まる。ペルソナ･プロジェクトのゴールは､本香のプロセスをそのまま実

行することではなく､製砧に関わる多くの人に活用きれるペルソナを作成することである。

この本では､各フェーズの詐細なプロセスと簡略化したプロセスの両方を説明してい

る。しかも､特にⅢ要かつ効果的な方法を厳選しているので､それぞれの章は､テク

ニックおよびツールのﾘｽﾄとしても利用できる。

◎４－２フェーズ1：「準備と計画」

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄは､フェーズｌ：｢準備と計画」から始まる｡準術と針画期は､ベ

ルソナの実際の開発に先立つ､調査と分析のためのフェーズである｡準縮と計画期に

は､次のことを行う。
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●社内に､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄの中心となるコア･チームを結成する。

●会社や組織および製品の問題点と要求事項を検討するために､組織の調査

（本書では､これを｢社内調査」と呼ぶ)を行う。ペルソナ･プロジェクトによっ

て解決すべき問題やニーズがわかったところで、開発チームにペルソナ手法を

啓蒙し､ペルソナ･プロジェクトに備えさせる。



●ユーザー調査やデータの確認をする。これらはペルソナを作成するときの元デー

タとなる。

フェーズlでは､ペルソナを社内に紹介する前に完了させておくべき､リソースとニーズ

の分析について述べる。ここでは､ペルソナ･プロジェクトを助けるコア･チームの編成や

効果的なペルソナ･キャンペーンのための梢報の見つけ方について税明する｡作成した

ペルソナが社内に受け入れられ､使用されるためには､職略的思考が必要だ｡そこで、

ペルソナ手法の啓蒙･教育職略も提案する｡これはペルソナ･プロジェクトを成功に導く

ための､一種のおぜん立てである。

分析を完了して､コア･チームを結成し､啓瀕活動を開始した時点で､データの収集

にとりかかる｡フェーズ1の後半では､独自のユーザー鯛査を実施する際に､潜在ユー

ザーの母集団から､どのような悩報を収巣すべきかについて説明している｡市場潤在の

レポートや、製品サポートのスペシャリストをはじめとした､その他のスペシャリストとのイン

タビューのような内部のデータ･ソースにアクセスする方法､人口統計梢報を提供してい

るｳｪブｻｲﾄのような外部のデータ･ソースを利用する方法を紹介する。

実社会のデータを取り込むことで､ペルソナは佃馴性の高い､有益なものとなる。しか

しながら､データが使用できず､仮説をもとにペルソナを作成しなければならない場合も

ある。このときの対応紫にも討及している。

ペルソナが､組織とプロジェクトに適したものであることを立証し､主要な人々 の賛同

を柵､初期のi淵在とデータ収典を完了して､コア･チームを結成し､ブﾛグｸﾄ･チームの

要求に従って活動計画を立てたところで､フェーズl：｢準備と計両」を完了する。

◎4-3フエーズ2：「受胎と妊娠」

フェーズ2:｢受胎と妊眼｣では､膨大なデータ･ソースから必要な梢報を抽出し､ペル

ソナ作成のために用いられる方法を説明する｡ペルソナの受胎と妊娠期には､次の決

定をしなければならない。

●主要な佃報を伝えるには､何体のペルソナが必要か。

●ペルソナ基本文書の中に､どの特性と要素を入れるべきか。これらの要素をどの
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ように元データと関連づけておくか。

●どのようにしてペルソナの正当性を確湧し､ペルソナに優先順位をつけるか。

●どのﾀｲﾐﾝゲでペルソナが完成し､開発チームに紹介する準備が整ったと判断

するのか。

受胎と妊娘期における主な作業は､準備と計画期に収集したデータや人間の行動に

閲する知識､ビジネスや製品の戦略､髄合市場､製品に側辿した技術などの悩報を離

別することである｡搬別したデータは､ターケット･ユーザーを特徴づけるユーザーの特

定の役割を理解したり､ユーザー･セグメントを捉える参考となり､これによって､どのペ

ルソナを作成するべきかを決める｡ここで決定したペルソナは､製品分野や事業職略に

当てはまるﾀー ｹｯﾄ･ユーザーの性質､ターケット･ユーザーIIlIの述いを伝えるものとなる。

完成したペルソナは､具体的なﾘＩ実を含んでいると同時に､物禰的要素も持ってい

る｡ペルソナは､設計に関連した愉報のほかに､ベルソナのEメール､自動車や本の好

みというような､設計には無関係に見える情報も持っている。一見､無関係そうな愉報

は､ペルソナの誕生と成長期、成人期にペルソナがどのような人物であるかを伝えるの

に役に立つ。

このフェーズでは､ベルソナがペルソナとして存在するには､どのような詳細悩報がど

れだけ必要であるかを例示している。また､性別、年齢､人種､海外の顧客、障害者

のアクセスなどの問題についても筒及している｡加えて､ユーザーのペルソナだけでなく、

組織のペルソナ､アンチ･ペルソナなど､きまざまなタイプのペルソナについても解説する。

フェーズ２：「受胎と妊娠」に記述されているプロセスを完了すると､元データおよび

ユーザーについての洞察から一巡のペルソナを作成できる。そして､このベルソナが

製品の設計／開発プロセスに「参加」することになる。

◎4-4フェーズ3：「麗生と成長」

両親が子供を学校に送り出すように､コア･チームはペルソナを組織に送り出し､ほか

の人々と交流できるようにする．ペルソナは完全な形になっているが､時間がたつにつ

れ少しずつ進化することもある。また、開発プロセスを通して、側発チームの顕の中で

発展し続けることもある｡このフェーズ３：「挺生と成僅」におけるＩＭＩ題点は､ペルソナが
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受け入れられないとか､認知度に欠けるなどの理由により､ペルソナが実を結ばずプロ

ジェクトから消えてしまう危険性があることだ｡さらに微妙な問皿として､ペルソナが狭解

されることもある｡ペルソナのフェーズ3に成功を収めるには､ペルソナがよく知られ理解

されるだけでなく､確実に開発チームに活用されることを目的としたコミュニケーションに

力を入れなければならない。

フェーズ3では、以下について述べている。

●艇生と成長期､成人期における活動をまとめたペルソナ･キャンペーン計画を作

成する。

●ペルソナとペルソナ手法を､開発チームに紹介する。

●ペルソナが確実に理解され活用されるようにするために、ペルソナの詳細を段階

的に公表する広報ツールを作る。

●ペルソナの紹介後に行われた変更の管理をする。

ペルソナを開発チームのメンバーに理解してもらうための手段は､ウェプサイトやポス

ター、イラスト､砿子文神､図表､俳優､ビデオなど､いろいろある｡このフェーズでは、

ペルソナおよびペルソナが持つデータが常に開発チームの頭の中にあるようにするため

に､どれを､いつ､どのように使うかについて述べている｡新しいデータや変更された

ディテールともとのデータの雛合性がとれているかを確認しながら､ペルソナとペルソナの

ディテールを共有する指針も提供する。

このフェーズ3では､ベルソナを紹介する際に避けられない質問に答える堆備もする。

ペルソナの作成プロセス､ベルソナは何の役に立つのか､ペルソナを開発チームにどの

ように使ってほしいか､ペルソナ･プロジェクトの価値を測定するための方法などについ

ての符えを用意する｡また､ペルソナ･プロジェクトに開発チームのメンバーを参加させる

場合とコンサルタントを使う珊合の比較というような､ペルソナを効果的に利用するため

の検討材料や方法についても述べている｡コンサルタントとしてペルソナの情報や価値、

使い方を伝えるのは容易ではない｡ペルソナを成功誉せるには､企業内のペルソナ推

巡着とパートナーシップを組み､彼らを教育する必要もある。
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◎４５フェーズ4：「成人」

フェーズ4：｢成人」になると､ペルソナは大人に成佳し､仕那を持つようになる｡ここ

までのフェーズで､ペルソナを開発チームに紹介し､ペルソナの役削と、要性を明らか

にしてきた｡そして､プロダクト･チームにペルソナとペルソナに含まれる情報を受け入れ

られるようにした。成人期は､製品の設計と開発に関する情報を伝え､プロダクト･チー

ムのすべての人がペルソナを使えるようにサポートする。

ペルソナの文献では、「サリーはこの機能を使いたいだろうか」というように､股計の

謡し合いの中で使われるものだと説明されることが多い｡しかし､これは､設計／開発

のプロセスでペルソナを利用するさまざまな方法の中の１つでしかない｡効果的にペル

ソナを使うには､既存のプロセスの中でペルソナを使う方法についての知識を持ち､主

嬰な開発プロセスの中で確実にペルソナを活用するようにしなければならない。

ペルソナは､製品の計画､設計､評価そしてリリースをサポートする。また､マーケティ

ング､広告､販売戦略のための悩報提供にも利用できる｡成人期のフェーズには､ペル

ソナがブﾛグｸﾄ･チームに有意義に使われ､確実に製品に影騨を与えるようになるため

のツールおよび提案を盛り込んである。

このフェーズで大切なのは､ペルソナをコントロールすることである。プロダクト･チーム

のメンバーは､自分たちにペルソナのオーナーシップがあると感じていなければならない

が､ペルソナがもとのデータや目的から逸脱していないことを確認するのは､あなたの貴

係である｡ペルソナがデータとの関連を失うと､ブﾛヅｪｸﾄに害を与えることすらある｡た

とえば､プロダクト･チームのメンバーがペルソナを使うことに同意していても､そのうちの

何人かが独自にペルソナの詳細を作ってしまったら､ペルソナを使うことがかえってプロ

ジェクトの足をひっぱることになりかねない。

◎４６フェーズ5：「功績､再使用、引退」

プロジェクトが終了したり製品が完成したら､次のプロジェクトに伽える｡この時期には、

ベルソナ手法がプロダクト･チームにとって､そして製品開発プロセスにとって､どれほど

有効であったかの森定も行う。次の製品あるいはリリースした製品の次期バージョンを

考え始めている場合は､既存のペルソナとそのペルソナに含まれる梢報を再使用するか
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どうか､再使用するとしたら､どのように行うかを決定しなければならない。

製品プロジェクトの終わりは､ペルソナの効果を査定し､ペルソナで得た教訓を次回に

活用するための評価をするのに適した時期だ｡開発チームがどれくらい手法を受け入

れたか､ペルソナは有益であったか､ペルソナはどの程庇正砿だったかなどを砿し合う。

フェーズ5:｢功績､再使用､引退｣では､開発プロセスにおけるペルソナの正当性を

評価し､ペルソナ･プロジェクトが､リソースと労力に見合うものだったかを判断するため

の方法やツールを紹介している。ペルソナは製品を変えただろうか｡設削｡／側発プロセ

スを変えただろうか｡顧客忠向デザインの推進者は､常にペルソナ.プロジェクトの価仙

と投資対効果を正当化するというプレッシャーにさらされるが､ペルソナは製胎とUCD活

動全体の成果を測定する有益なツールともなる。

製品の樋類によっては､ペルソナを再仙川したり､ペルソナのデータの一部を新たな

ペルソナとして脚生できることもある｡このフェーズでは、次のプロジェクトの地伽として、

古いペルソナの処理についての決定を下す方法も説明している。「ペルソナは引退す

べきか｣｢時ＩＨＩの経過につれてペルソナは変化するのか｣｢ペルソナは製品を購入して

使ったのだろうか｣｢ほかのチームはペルソナあるいはその怖報の一部を使うことができ

るか｣などの疑l川に答える。

このフェーズでは､製品を市場投入した後にペルソナを使用するＩＨＩ題点と可能性に

ついても触れている｡こうして､次のブﾛヅｪｸﾄに進んでいくことになる。
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