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製品開発の現場では何が起こっているか？

まず､全社一丸となって新製品のアイデアを実現しようとしているシーンを想像してほ

しい。

まさにいま、製品開発のサイクルが回り始めたところだ｡何をどう設計するかを決めよ

うとしているところかもしれない｡あるいは既存の開発プロセスを使って製品を作ろうと考

えているところかもしれないが､いずれにせよ､それぞれの役剤分担を決めるタイミング

だろう。

次に､新製品の市場投入直後の棟子を想像してみよう。

「市場では何が起こるだろうか？製茄は受け入れられるだろうか?」

現場には､興稀と満足感が漂っている｡多少の不安はあるが､努力の成果がMIi客に

刷けられる川待悠にあふれている。

関係者は､それぞれに自分の尚任を果たそうとしている｡たとえば､こんな具合だ。

●営業担当者は､製品の販売に力を注ぐ。

●マーケティング担当者は､市蝋内での製品のボジショニングを胴べ､鯛合メー

カーの動向をうかがい､状況に合わせたマーケティング･プランを練る。

●経営幹部は､製品の普及のために､主要な顧客や市場に影響力のある人との

ミーティングで意見交換する。

●顧客サポートは､ひっきりなしにかかってくる質問やクレームの堀脂に対応する。

製品を使い始めた顧客は､このバージョンで何ができ何ができないかを理解し始

めたところだ。

●開発チームは､バグの修正､製品サポートからあがってくる問題への対応､セー

ルス･エンジニアのサポートに追われる。

●品質保旺(QA)を担当するチームは､顧客に指摘されたバグが実際に起こるかど

うかを確潔して､顧客サポートと開発チームを支援する。

このような市場投入直後の槻子は､大企業でも中小企業でもさほど変わりはない｡そ

して､ペルソナのような新しい手法を導入するにはこの時期が絶好のﾀｲﾐﾝゲなのだ。
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'１ 調査と分析のフェーズ

◎１－１「準備と計画」の位謹づけ

ベルソナ．ライフサイクルのフェーズ1は、「辿術と訓．m」だ｡これは､ペルソナを作り上

げるために前もって実施する､綱森と分析のフェーズである。

プランニングに先立ち、企業のUCD(ユーザー中心デザイン)への取り組み方につい

て調査.研究しなければならない｡ペルソナの成功は、「ベルソナを使うことによって起こ

ることをこの時期に予測できるかどうか」にかかっている。

フェーズｌ：「準伽とi１１．両」の期間では、まず般初に､プロダクト･チームがlff面して

いる問題を調べ､ベルソナがその解決に役立つかどうかを判断する。

判断材料となるのは､プロダクト・チーム・メンバーの性格や考え方である｡まずこれを、

徹底的に調べる。どんなに急いでいても､このステップを省いてはならない｡そうするこ

とで、ペルソナがプロダクト・チームや組織が抱えるIHI胆の解決手段となるかどうかが見

えてくる。また､メンバーに全而的に受け入れてもらうには、どのようにペルソナの価値を

示し、どのように彼らのモチベーションを維持していったらよい力､の見当もつくだろう｡ペ

ルソナが役に立つとわかったら､コア●チームを作って､ペルソナをうまく使いこなすプラン

を立て､データ収集を始めよう。

このフェーズ1では､ペルソナ・プロジェクトの「準備と計画」に参考になる数々のテク

ニックを紹介するつもりだが､このことは､ほかのフェーズでも同棟､決まりきった手順の

説明ではなく、１つの提案と考えていただきたい。

◎１－２「準備と計画」の4つのステップ

さて､ペルソナ･プロジェクトのフェーズ1：｢準備と計而」には､次の4つのステップがある。

①コア･チームの立ち上げ

②社内鯛査

フェーズ１：｢串個と叶西』紙創品開発のジﾚﾝﾏ ２３



③ｱｸｼｮﾝ･プランの作成

④ヂｰﾀ収集

この4つのステップは､どれかを省略できるというものではない｡しかし､スケジュール

や人的リソースに合わせて､取り組み方を変えてかまわない。

ペルソナ･プロジェクトのコア･チームを組織し､社内事愉を調査することは､さまざま

な面で閲述し､相互依存する｡たとえば､社内調査になんらかのアシストが必饗ならば、

先行してコア･チームを作り人貝を確保する必要がある｡また､誰がペルソナ･プロジェク

トに関わるべきかを決めるには､社内澗査を先行したほうがよい。

'２ コア･チームの立ち上げ

◎２．１なぜ､コア･チームが必要なのか

コア･チームは､ペルソナの立案から完成･終了までのすべての期間にわたりペルソ

ナに関わる｡とはいえ､メンバーはベルソナの有益性について事前に理解している必要

はない｡それよりも、「顧客中心にモノを考えられる人」という条件で選ぶのがよい。

コア･チームのメンバーは､異なる業務に就いている人から逆ぷ｡これは､それぞれの

業務の視点を取り入れるためだ｡メンバー同士が話し合うことで､１人だけでは思いつか

なかった角度から作業の進め方を見頂し､意思決定を下すことができる｡ペルソナに対

しての独りよがりな思い込みや想定を防ぐことは､コア･チームを作る目的の1つである。

ペルソナ･プロジェクトにコア･チームが必要な理由は､次のとおりだ。

２４

●ペルソナに関する作業は、１人ではこなしきれない分鼠があるため

●ペルソナの作成プロセスにおいては､溌論や肘論が重要であるため

●ペルソナが承腿され有効に利用されるよう､部甥を超えた賛同を得るため



多様な才能と経験を持った人材をコア･チームに招き入れるのは大切なことだが､メン

バーの資質としては､「顧客を理解し顧客の代弁者となる意欲があるか｣｢新しい手法

を試したいという意思を持っているか｣がより砿視される。

また､メンバーを選ぶ過程には社内戦略が必要だ｡したがって､社内のキーパーソン

を締め出すことになってはならない｡キーパーソンがコア･チームに入っていないことが、

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄに待ったがかかる要因となる恐れがあるからだ。

◎２．２コア･チームは何人絹成がよいか

コア･チームの人員は、「ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄのゴールをどこに置くか｣｢企業全体の

人員規模｣｢個人の能力｣｢何に関心を持っているか」などを考臓して決める｡一般的

には､２～１０人くらいが妥当だろう。１０人以上になると､綱鞍に手間がかかりすぎ迦営

が行き詰まる恐れもある｡常任メンバーが3～5人､アドバイザーや必要に応じて参加す

るメンバーが数人､というのが理想的な構成である。

備任メンバーとは､ペルソナ･プロジェクトのあらゆる段階において作業に参加できる

人のことである｡必要に応じて参加するメンバーとしては､グラフィック･デザイナー(ポス

ターの作成時など)、データ･マイニングの聯門家(データ分析のために)、ペルソナ･プ

ロジェクトに好意的なソフトウェア開発者(ほかの技術者に対し最良の方法を助言でき

る)などが考えられる。

メンバーとする人材の探し方､勧誘方法については､次の項で税明する。

◎２－３コア･チーム構成メンバーの候補

コア・チームは､すでに社内で行われている澗売やコミュニケーション作業をペルソナ

の作成にうまく利用することを考えて活動する｡そこでコア.チームの人材は､ユーザー

調壷､市場調礎､ビジネス分析､作業分析､顧客調在や顧客分析などに携わる人の中

から選ぶのがよい。

彼らは､ペルソナが企業にとっても自分自身のプロジェクトにとっても役に立つことを理

解し､ＵＣＤ,ユーザーについての研究や分析、ソリューション股計などを社内に広めて

くれる｡また､顧客志向の新しい手法への興味を企業全体に喚起する役目も果たしてく
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れるだろう。

なお､コア･チームの櫛成メンバーの候補となる人材としては､次のような職樋が考え

られる。

●情報アーキテクト､インタラクション･デザイナー(人間が対象物をよりよく利用

できるようにするための設計を行う人)、ヒューマンーコンピュータ･インﾀﾗｸｼｮﾝ

（人とコンピュータの関わり合いや相互作用)のスペシャリスト

●ユーザビリティのスペシャリスト､ユーザー鯛査のスペシャリスト､民族学者

●テクニカル･ライター、ドキュメント･スペシャリスト、トレーナー

●マーケット･リサーチャー、ビジネス･アナリスト､ブﾛタｸﾄ･マネジャー

●メンバー避定は戦略的に行う

コア･チームの櫛成は､戦略的でなければならない｡特に、「それは我々が考え出した

ものではない症候群」が起こらないよう注意を払いたい｡社内でペルソナを利用するよ

うになってから､ほかの部署の人たちが「ベルソナは自分たちの発案ではない」として、

ユーザー像に対して別の定義をするような耶態が起こることがあるからだ。

コア･チーム･メンバーは､こういったことを配噸したうえでの人選をする｡たとえば､伝

統的にマーケティング部門がユーザー像を定義し､経営幹部に対して影響力を持つ企

業であるのなら､マーケティング部門の人材は必ずコア･メンバーに招くべきである。

人迦の最後のｲl:上げは､他分野の人INIを入れることだ｡通常なら､この柵の活動へ

の参加を求められないような人､しかも人難やリーダーシップがある人の参加を求める。

たとえば､開発リーダー、評価の高い品質保証担当者､並要プロダクトのマネジャーな

どがこれにあたる｡彼らは､周囲の人がペルソナ･プロジェクトを受け入れ､活動に同化

するためのよい協力肴となってくれる。

ただし､このような人に参加を求めるのは､彼らの貴煎な時Ⅲlを割いてもらうことにな

る。したがって､ペルソナ･プロジェクトが企業全体の利益になり個々の仕耶にも利益を

もたらすものであることを明確に伝える必要がある。

つまり､コア･チームに招集するそれぞれのメンバーには､チームとしての期待があり、

メンバー自身にもチームに参加するﾒﾘｯﾄがあるということだ。

職棚ごとのメンバーに対するチームの期待とメンバーがチームに参加するﾒﾘｯﾄをまと
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めると､次のようになる。

＜マーケティング･スペシャリスト＞

チームの期待:ビジネスの目標を明確にすること｡社外向けコミュニケーション戦略の兇

識｡製品における「礁入者や耽入決定椛者」と「使用者であるユーザー」をはっきり

区別すること。

参加メリット:市場に売り込もうとしている製品のどのような点にユーザーのニーズや側

心があるのかがわかる｡これは､股終的にⅦ群にビジネスの目標を説lﾘIするときに役に

立つ。

＜マーケット・リサーチヤー＞

チームの期待:既存のマーケット･セグメンテーション(あるいは顧容セグメントのシステム

など)の知倣｡ターケットとなる顧秤を特定したり､その顧群に新Mするのに役立つ内外

のデータ･ソースにアクセスでき､データを理解していること。

参加メリット:ペルソナは､市場調査の結果を縦み取り活用するための新しい手法を提

供する。ペルソナ･プロジェクトにおいて､これまで行われてきた調査の不傭な点がIljIら

かになる。ペルソナを作り上げる過程で､現准の怖報源では欠けている顧容像やユー

ザー像を発見するだろうし､その発見を将来の糾査に役立てることができる。

＜ビジネス･アナリスト＞

チームの期待:製品がどのような使用環境で､どのような作業の流れの中で使われるか

についての知拙。製品を使うことによって､ユーザーに起きる変化に関する知撤｡ユー

ザー環境についての知識｡髄合製111に関する知倣｡企業の中での､製舶の附入決定

権のある人､購入する人､使う人の区別をつけられること。

参加メリット:ペルソナは､ビジネス･アナリストが分析して明らかにしたユーザーの実態

を反映して作られるので､ビジネス･アナリストにとっては､これらの情報を製品設計や意

思決定に取り入れさせる新しいルートとなる。

＜データ･マイニングのスペシャリスト、データ･アナリスト＞

チームの期待:加工していない生データを入手したり､既存のデータを再分析してペル

ソナに関辿する新たな情報を引き出す能力。漠然とした表現の質問を受けた場合に、

それをlnI符しやすい的を射た質側に言い換える能力。

参加メリット:マーケット･リサーチャーと同棟､データ･マイニングのスペシャリストもデー
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タ･アナリストも､ペルソナがデータから人間を推測する新しい手法であることを理解し、

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄを通して新しい重要なＭ１題を発見することができるようになる。

<プロダクト･マネジャー、プログラム･マネジャー、開発マネジャー＞

チームの期待:ペルソナから得るべきことを適切に示す能力｡ペルソナという新しい手法

に関わることになったプロダクト･チームが､どのような点に関心を持ち、どのような点に

抵抗感を持っているかを教えてくれること。

参加メリット:ユーザーの姿をベルソナに映し出せること｡ペルソナを描写する言葉は、

製品の機能についての織論や優先順位の決定､文普化などをする際に役に立つ。

<顧客サポート･スペシャリスト＞

チームの期待:顧客のニーズや要望を示す能力。インタビューすべき顧客(あるいは問

題のある顧客)の梢報を提供する能力。

参加メリット：lMi客サポート･チームは､常々 、プロダクト･チームに影靭を及ぼしたいと

考えており､ペルソナ･プロジェクトに参加することにより、「顧客が既存の製品のどこに

不満を持っているか｣などの顧客サポートで得た知識を製品開発に反映でき､この結果、

社内に自分たちの価値を印象づけることもできる。

<営業スペシャリスト＞

チームの期待：甑客のニーズや機能に対する要望を直に得ること。ビジネスチャンスに

関する優れた判断力｡潜在顧客を発掘すること。

参加メリット:営業担当者は､ブﾛグｸﾄ･チームや製品そのものに影騨を与えたいとい

う願望を持っているものである｡これは､顧客の要望を製品に反映するのに役に立つ。

<開発担当者＞

ﾁｰﾑの期待：開発ｽﾀｯﾌのニーズと問題点を明らかにすること｡また､テクニカル･ス

タッフとの連絡役も期待できる。

参加メリット：開発担当者は､ユーザーが使いやすい製品を作りたいと考えている｡ペ

ルソナ･プロジェクトは､ユーザーのデータがどう集められ､伝述されるかについての理

解を深めてくれる｡マネジャーになりたい野心を持った開発担当者に対して､ペルソナの

コア･チームを作ることやコミュニケーションの大切さを強調することは効果的だ。

<グラフィック･デザイナー、インタフェース･デザイナー＞

チームの期待：ビジュアル･コミュニケーションの才能とアイデアの提供｡これまでの経験

をもとに､ユーザーのＩＨＩ心をブﾛグｸﾄ･チームに伝えることの難しきを教えてくれること。
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参加メリット：ペルソナは、ターケット設計の調査チームやプロダクト･チーム(デザイ

ナー･チームより規模が大きい)とのコミュニケーションに便利なツールとなる。コア･チー

ムに入ることで､デザイナーはこれまでより早い段附から製仙に関われるようになる｡これ

は､デザイナーにとって有益なことであり､製ＩＨＩにとってもプラスになる。

◎２Ｐ４最初のミーティング前に準備しておきたいこと

時川は世並なものである｡そこで､コア･チームのメンバーを集めて最初のミーティング

を行う前に､スケジュールを見直して､ペルソナ･プロジェクトへの時間配分を考えておく

とよい｡その際､ペルソナ･プロジェクトの初MII(本沓でいうフェーズ2:｢受胎と妊娠｣期

およびフェーズ3:｢挺生と成長」期)は､ペルソナを維持する時期(本書でいうフェーズ

４：「成人」川)より手間がかかることも考噸に入れる。

岐初のミーティングでは､ペルソナの概要と価値をテーマとして取り上げる｡このミー

ティングの織題のサンプルは､後ほど紹介する。

ミーティングを円滑に進めるために､このテーマについて､コア･チームの参加者１人

１人と耶前に話し合っておく。話し合いの場をIIIiMIに持てない場合は､彼らの興味とや

る気を掘り起こすようなアプローチを心掛けたい｡参加者がプロジェクトの意義を珊解し、

自分の知識と経験が求められていることを謹識すれば､自分のスケジュールを調整して、

コア･チームの活動に参加する時間を捻出してくれる可能性は高くなる。

ブﾛヅｪｸﾄの開始当初に､これからベルソナを作成し維持するための作業価や時IⅢ

を予測するのは難しい｡そこで､とりあえず週１回1時Ⅲのミーティングを確保する。次に、

フェーズ３:｢挺生と成長｣期に入る日(社内でペルソナを実際に使用し始める日)を決め、

これから逆算して､作業を進めるスケジュールを決める(詳しくは本フェーズの「マイルス

トーンと成果物を確泌する」参照)。

●コア･チーム以外のキーパーソンから助力を得るには

ペルソナ･プロジェクトにとって要となるキーパーソンが多忙で､コア･チームへの全而

的な参加が難しいこともあるだろう｡このような珊合には､アドバイザーとして折に触れ助

言してくれるよう蝋んでおく､という方法もある。

コア･チームのやるべきことやそれぞれのメンバーが活動するタイミングは､プロジェクト
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の経過に応じて変化する｡たとえば､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄ立案の時期には､グラフィッ

ク･デザイナーがいなくても作業は進められる。しかし､ペルソナを作成し仙〃Iする時期

に入れば､グラフィック･デザイナーは欠かせない。

同様のことは､データ･アナリストにもいえる。データ･アナリストは､ベルソナが作成さ

れてしまうとプロジェクトへの興味を失い､以降の活動は他人に任せてしまう傾向がある。

しかし､特別な渦査結果やデータに関辿したペルソナの特徴などに間するl川題が生じ

たときに仰えて､データ･アナリストはメンバーとして継続して参加してもらうとよい。

●ベルソナ･プロジェクトの予算についての考え方

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄは､必ずしも多額の費用がかかるわけではない｡しかし､予算

なしでできるものでもない。どの程度の費用をかけるかは､プロジェクトとして盤得した予

算の額にもよる‘,また､会社がペルソナを容概しているか否かにも左右される。

ペルソナ･プロジェクトにおいて経費が発生する作業としては､次のようなものが考え

られる。

●第三者による鯛査

●ユーザー鯛査へ参加してくれた人への鮒礼

●現地視察やﾌｫー ｶｽ･グループへのｲﾝﾀビｭー の実施

●ペルソナのフェーズ３:誕生と成長期(ペルソナを使い始める時期)における配

布物

●カラーポスターやバﾝﾌﾚｯﾄの製作

●専用ウェブサイトの作成

予棟が少なくても､費用をうまく抑えつつ､それなりの効果を得る方法はある｡たとえ

ば､潤査費川が足らなければ､エピソードや４１例といった二次的データを利用するのも

1つの方法だ(本フェーズの「二次データ･ソースを収集する」参照)。

◎２．５コア･チームを組織できない場合はどうすればよいか

ペルソナ･プロジェクトに協力してくれるメンバー(3～5人程度)が集まらなくても､心配
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には及ばない｡仮にコア･チームがなくても､よい結果をもたらしてくれるペルソナを作るこ

とはできる｡メンバーの不足は､ユーザー研究やペルソナに関心がありプロジェクトに多

少の時IlUを割ける人､ＵCDに興味を持っている人､ＵCDのキャリアを稲みたい人､など

に協力を仰ぐことで補える。

ペルソナの目的を決めるときには､「社内調森」の節に挙げてある質問項目を読み、

これから作成するペルソナが対応するIMl題を1つに絞り込む｡つまり､ごく基本的なペル

ソナが効果を発抑すると思われるテーマを１つだけ見つけ､それだけを扱うわけだ｡こ

のような工夫をすれば､１人で作ったペルソナでも､そのﾒﾘｯﾄはある。

しかし､仮に作成作業は1人で行うとしても愈見を聞く相手は欠かせないので､そう

いった人材は確保する必要がある｡その人からは定期的に､プロジェクトのブﾗﾝや決

定邪項､使用するデータなどについての意見を聞かせてもらうようにする｡時間はそれ

ほどかけなくてもかまわない。

このほか､ペルソナ･プロジェクトのゴールを練り直して新しいブﾗﾝを作り､参加してく

れそうな人たちにもう一度働きかける手もある。

基本的なペルソナは、１週間くらいで作れるはずだ｡休日をlFI使う程度で作れるもの

もある。

また､簡易ペルソナは短時間で作れるペルソナで､詳細に定義した本物のペルソナ

の価値を提示するために活用できる(本フェーズの「簡易ペルソナとは簡易ペルソナ

のﾒﾘｯﾄ」参照)。

◎２．６コア･チームの初ミーティングを開催する

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄのコーディネーターであるあなたは､当初はミーティングの司会も

務めなければならない。

この時期に爪要なのは､プロジェクトが正しい方向に進むように道筋を立てることだ。

コア･チームの結束を固めることを第一に考える｡このためには､ベルソナの手法を伝え

たり､教育することも必要だ。

コア･チームへの教育は､フェーズ３:「挺生と成長」期に行うことになる大規模な啓

蕊活動や教育のリハーサルにもなる。

メンバー候補者に脱明を始める前には､その時点での彼らの知撤レベルも考噸しな
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ければならない｡ベルソナがその企業に初めて導入されるときには､まず基本的なことか

ら始める。

内容としては､次のような項目が挙げられる。

●ペルソナとは何か。どのように役に立つか

●ペルソナの始まりから終わりまでのプロセス､すなわちライフサイクルについて

●予想されるペルソナの活用方法

●参加を要鯛する理由。また､各人に期待していること

ペルソナをその会社で初めて使う場合には､ペルソナの理諭とプロセスを１回のミー

ティングで説明してしまおうと考えてはいけない｡鹸初のミーティングでは概要を紹介し、

その後､ミーティングを取れながら説明していく。蝋に理議を1Mくよりも､実際に作業を行

うことで結果が見えたほうがコア･チームの気持ちも高揚するからだ。

以下は､第1回目のﾐー ﾃｨﾝグの議題例である。

■ペルソナの概要:２０分間

･ペルソナとは

、既存の手法との違い

．なぜペルソナを使うのか。ペルソナに期待すること

■コア.チームが行う実務:２０分間

・ペルソナのライフサイクルの概要

･メンバーの紹介。各人の担当(専門分野）

・時間とリソースについて:ミーティング回数の決定

■次のステップへの橋渡し：’０分間

･企業の内佃について

コア･チームのミーティングでは､毎回､識事事項を明確にすることが望ましい｡加え

て､ペルソナの手法に関する質問はいつでも受け付けられるようにする｡ペルソナ･プロ

ジェクトで共通に使う用紙を決めたり､このプロジェクトのゴールが決まるまでには多少時

間がかかるものだということも､メンバーに没透させておかなければならない。
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コア･チームがよいスタートを切るためには､次節以下の3つのステップ(社内調査､ア

クション･ブﾗﾝの作成､データ収集)が参考になる。

●社内でベルソナが使われたことがある場合は

社内ですでにペルソナが使用されたことがあるなら､メンバーは基本的な知識を持っ

ているはずだ｡しかし､ペルソナを利用したときに何がうまくいって､何がうまくいかなかっ

たかについては､詳しく説明したほうがよい｡もちろん､今回の新しいブﾛヅｪｸﾄのビジョ

ンを理解してもらう必要もある。

したがって､「これから既存のペルソナを更新するつもりなのか｣、あるいは｢ペルソナ

や開発プロセスをまったく新しく作り直そうとしているのか」などについても荷及する。

いずれにせよ､ここでメンバーたちにペルソナに対する認織を一新してもらうこと｡その

うえで､新しいペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄの背景を理解してもらうことが爪饗である。

'３ 社内調査

◎３－１「社内調査」から導き出されるもの

あなたは多かれ少なかれ､製品のユーザー､製品が使われる環境､使われるに至っ

た背最などの知識を持っているはずだ｡あなたは､ユーザーや顧客､製品聯入決定権

者が好む製品を作るために､彼らのニーズや目的､環境あるいは問題点などについて

考察しなければならないからだ。

顧客志向の考え方に柵れている人にとっては､ペルソナの手法は容助に理解できる。

彼らは､具体的なユーザー例が製品の開発に役立つことを知っているので､ペルソナ

の手法を一度使ってみるだけでその価値をすぐに理解する｡彼らにとってペルソナの価

値は､説明するまでもないほど明らかなものだ。

ペルソナの成功は､そのペルソナがユーザーのニーズや環境に適合するか否かにか

かっている｡そして､この場合の最初のユーザーとは､ペルソナを使う企業の社員のこと
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であり､環境とは､彼らが製品の設計や開発をしている仕事場のことを指す。

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄの立ち上げにあたっては､まずは､社員の役割､職資､目標な

ども洲くる必要がある。また、「何がうまくいっていて､何がうまくいっていないのか」も

知らなければならない。

顧客志向の考え方は新鮮で好感が持たれるが､社員が仕事を終わらせることのほ

うを優先して考えているのでは何の意味もない｡そして､顧客志向の考え方に興味を

持ってくれたとしても､それだけでは効果がない｡プロダクト･チームは､これまでやってき

た自分たちのやり方が､雌も早く効率よく仕馴を終わらせる方法であると思っている。し

たがって､期限が迫ってくれば､必ずペルソナを使わずに終わらせようとするに述いない。

●組織の理解にベルソナを利用する

幸いベルソナの手法には､このような現場の人々やその現境を理解するためのツール

も含まれている｡あなたは自分のUCDのスキルをもとに､これら現場の人たちのベルソナ

を作って彼らを理解することもできるだろう。

いずれにせよ､他部瑠や現腸の状況を考感しないまま製胎開発のためのペルソナを

作り､それを使うことを彼らに強制したら､ペルソナ･プロジェクトは失敗に終わってしまう。

こうした事態を防ぐには､ペルソナの導入に対して組織がどう反応するかを邪IMIに予測

しなければならない。

コア･チームの話し合いや邪後分析の場で､こうした状況にすでに出くわしたかもしれ

ない｡いまこそ､あなたの同僚の仕邪の仕方を理解し､業務を遂行してもらうにはどうす

ればよいかを考えるときだ。

また､この情報はフェーズ3:｢誕生と成長」期の準術にも役立つものである。

◎３－２「社内鯛査」から、抱えるニーズや問題を探り出す

企業や組織､製品担当肴が抱えるニーズや問題を探り出すプロセスのことを､本番

では｢社内調査｣と呼ぶことにする。

これは､次のような疑川に稗えるためのものである。

●あなたの会社では､どのように製品のユーザーにフォーカスしているか。
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●あなたの会社はユーザーについてどう考え､ユーザーのことをどう伝達しているか。

●ユーザー憎報は､製品の股計や開発にどのように取り入れられているか。

この質問への答えを見つけるには､企業や組織､チームが､どのようなときに製品開

発およびそのプロセスがうまくいったと感じるかを調査するとよいだろう。

ここで見つけた稗えは､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄの次のような戦略を考える際に役に立つ。

●ペルソナが製品開発や問題の解決に役立つかどうかを判断する。

●ペルソナを作成し､関係者に示してペルソナの活用を促し､ペルソナそのものを

維持していくプロセスで生じる可能性のある問題を予測する。

●ペルソナを製品開発の適切な段階で投入できるようにプランを練り上げる。

ペルソナを使〃lする企業や組織に１１Uする調査結果は､どのように収架したかにかか

わらず､ペルソナ･ブﾛプｪｸﾄのアクション･プランに反映される｡このアクション･ブﾗﾝに

は､職略や駆け引きに関わる項目も含まれており、コア･チームはペルソナ･プロジェクトの

プロセス全体を通して､これに沿って行動していく。以降は､社内調従で行うべき質川

の例である。

◎３．３質問１：どのように顧客志向を実現しようとしているか

会社はそれぞれに個性がある｡ペルソナ･プロジェクトを成功に灘くには､ペルソナが

使われる背景を理解しなければならない。会社がどのように経営されているかを知って

いれば､ペルソナヘの取り組みによって得られる変化が､どれほどの価値があるかがわ

かるはずである｡また､起こりうる陳謝を予測することもできるだろう。

●この質問への回答の求め方

この質問の目的は、企業のUCDへの取り組みの全体像をつかむことにある。その企

業がUCDを理解し評価しているか､それはどのように､どれくらいなものなのかを知るこ

とである。

あまり時間がない珊合やプロジェクト規模が小さい珊合には､例として､以下に示すよ
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うな項目をコア･チーム内で討議し､この質問への回答を見つけていってもかまわない。

①自社が顧客志向であると慣じているか

これは､会社案内を見るとわかる｡ビジネス･ブﾗﾝ､製品カタログ､ウェプサイト､プレ

スリリースなどの中に､顧客やユーザーに対する配哩が感じられるかを調べるとよい。

調査の要点は､次のとおりである。

●自社を､顧客やユーザーのことを考えている企粟であると述べているか。

●製品の説明に、簡単に使えるとか顧客のニーズに応えるといった内容が含まれ

ているか。

●ユーザーのことを第一に考える企業文化を持っているか。

顧客志向を持っているとわかったら､それと照らし合わせれば､ペルソナヘの取り組

みの価値を説明できるはずだ。

②自社は顧客志向をもとに行動をしているか

企業が顧客志向であると述べるのと､その企業が人材や費用をかけて実際にUＣＤ

を実行しているかは､また別のことである｡それを知るためには､製品の設計段階でど

こにリソースを投入しているかを調べなければならない。

これには､次のようなことを行っているかが参考になる。

3６

●ユーザー調査

●ユーザビリティの評価

●プロトタイプの作成

●市場鯛査

●製品サポート

●トレーニング

●ユーザーに配虚した文書作成

●股計



ここに挙げた活動を行っている場合には､正社員が行っているのか､あるいはコンサ

ルタントや契約社員が行っているのかも調べたほうがよい｡ＵCDに積極的に取り組んで

いる企業は、UCDの哩門家を正社貝として凧い､プロダクト.チームに配属しているもの

だ○前記の活動の一部を外部委託している企業では､ペルソナにリソースを費やすこと

を承認しない可能性もある。

その一方で、これらの作業を行ってくれる代理店を知っているなら､契約にペルソナ．

プロジェクトを追加し、協力関係を結ぶという方簸もある｡このような外郁との協力体制

が､ペルソナ・ブﾛヅｪｸﾄや顧客志向を実現するよい方法となることもある(本フェーズの

｢いつ、どのようにコンサルタントを関与きせるか」参照)。このほか､企業が顧客志向

かどうかを判断する質問としては､次のようなものも考えられる。

●新製品や新サービスをどのように考え出しているか。

●市場鯛査やユーザー謂査の結果を踏まえ､そのニーズに合うような技術開発をし

ているか。それとも､技術開発を先に行ってから､ユーザーにその技術への興味

を持たせるようにしているか。

●製品のターゲット･ユーザーを定義するのは､製品の仕椴を決める前か後か。

●何を基準にして､製品やサービスが成功だったとか､内部プロセスがうまくいった

とするのか｡成功の度合いを､顧客やユーザーの満足度で測っているか。

●顧客やユーザーの期待に応えることを追求しているか。

●ブﾛタｸﾄ･チームは､使いやすい製品を作り出したことで岬価されるのか｡それと

も､いかに短期間で製品を仕上げたかによって評価されるのか。

●顧客に対して、「この企業はユーザーのことを考えていると感じるか｣｢製品は

ユーザーのことを考えて作られていると思うか｣という問いを投げかけた場合､顧

客は｢考えている｣｢考えていない｣｢まあまあ｣の中から､どれを選ぶと思うか。

時間に余裕がある場合､あるいは､鯛在しなければ答えがわからない場合には､コ

ア･チームに回答を探らせる｡これが､コア･チームの最初の仕邪だ｡アンケート用紙を

作って､社内にどのような意見があるかを潤くる。この調森のﾀー ｹｯﾄは､会社全体で

もよいし､プロダクト･チームの中心人物だけでもかまわない｡いずれにせよ卿在結果は、

ペルソナの導入やUCDの手法へのニーズがあるか否かを判断する材料となる。
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●収集した情報の利用方法

社内の文排を調べたり、コア･チームと話し合ったり､ＵCDに閲するアンケートを実施

したりして染めた情報は､ペルソナを広めるために利用できる｡また､これまでの蘭11Mの

回答は､そのままペルソナについての啓蛾活動や教育の計画に生かせる。

ここまでの調売で下せる結論としては､次のようなものが考えられる。

●この企典は技術指向である。

●この企業は競合メーカーや競合製品に関心がある。

●この企業はマーケティング志向である。

●この企業は顧客志向である。

技術指向や雌争に関心のある企業では､ベルソナヘの取り組みは小規模に始め、

UCDが正しく理解され評価きれるにつれ順を追って拡張するのがよい。

初めてペルソナを開発するときには､’つのブﾛジｪｸﾄ全体でペルソナを使ったほうが

よいと考えがちだ｡また､ペルソナがあらゆるIIl1HmIの解決法になると思い込む傾向があ

る｡しかし､ブﾛヅｪｸﾄ全体にペルソナを当てはめるようなやり方をすると､ペルソナやペ

ルソナに付随するさまざまなことが受け入れられなかったときのリスクは膨大だ｡そこで、

ﾘｽｸを鍛小限に抑えるために､般初はブﾛヅｪｸﾄの中の１つの製品あるいは機能のサ

ブｾｯﾄについてのみペルソナを使用するとよいだろう。

ペルソナによって､ある製品､ある機能が成功すれば､ほかの人たちはペルソナの価

値を認めてくれるようになる。ペルソナヘの取り組みを大規模に展開するのは､それから

でも遅くはない。

マーケティングや顧客､ユーザーに亜きを価<企業では､ＵCDの価値を説明するのに、

そう時間はかからない｡それよりも､顧客志向の開発プロセスで､どのようにペルソナを

利用するかを丁寧に説明したほうがよい。

その方法の例としては､次のようなものがある。

3８

●企藁が顧客志向であることに対して､すでに多額の投資をしている躯実を利用

する。たとえば､ＵCDの価値の説明よりも､既存のUCDの手法とペルソナとの



関係を説明することに時間を割く。

●現時点でうまくいっている開発プロセスをペルソナに画き換えるのではなく、ペル

ソナによってそれを補完する。たとえば､ペルソナを使って､ターゲットとなる市場

や競合相手に対するコミュニケーション戦略を補完･強化する。

●ペルソナは従来の開発プロセスに潜む問題を解決するものであることを､関係

者に説明する。たとえば､ペルソナはチーム間の協力を促進し､開発プロセスの

初期段階から顧客志向を推進するものであることを脱明する。

●ペルソナを短時間で作り上げて､広めていく。これにより、ペルソナが開発プロ

セスの初期段階から有用であることが証明できる。

◎３．４質問２:ユーザーのことをどのように考え、どう伝えているか

質問lがペルソナ･プロジェクトがiII〔而する恐れのある1111題点を浮き彫りにするもので

あったのに対し､質問2はペルソナ･プロジェクトのチャンスを見つけ出すためのものだ。

社内の人々がユーザーと接触する方法は矛盾をはらんでおり､これが工程や製品に多

くの害を及ぼしているからだ。

●この質問の回答の求め方

この質問の回答を得るには､最近リリースした製品や進行中のプロジェクトに関する

資料を集める。機能仕棟評や製船のビジョンを税明する資料､耶例梨などを読めば、

ﾀー グｯﾄ･ユーザーをどのように捉えているかがわかる。

以前の製品におけるユーザーについての記述も参考になる｡ユーザーについて記述

した事例やシナリオの中には､ユーザーの立場や顧客セグメントを示しているだけのもの

もあるが､どのようなものであれユーザーに関するものを集めて､どのように扱っているか

をまとめる。

このようにして収集したデータは､次の点に考慮しながら検討する。

●ユーザーをどのように呼んでいるか。

●ユーザーの特徴やゴール､ニーズ､行動をどのように配述しているか。

●ユーザーと顧客をどう区別しているか。

ﾌｪｰス1：｢串畦則画｣新製品開偲のジﾚﾝﾏ３９



●ユーザーのことをどのように伝達しているか(例､調査レポート､セグメント分析、

プレゼンテーションあるいはその他の広報ツールなど)。

ユーザーや馴客についての記述､記述した理由などは一覧表にする。表叶算ソフト

のﾜー ｸシートを使うと便利だ。

●この情報の利用方法

シナリオやその他の文瞥に現れるユーザーに関する記述は､矛盾していたり､いきあ

たりぱったりだったりするものだ｡シナリオ､ストーリーボード､事例は個別のユーザーに

ついて述べており､それぞれのユーザーは名前も異なれば､担当も業務区分も違ってい

る｡しかも多くの場合､実データを使ってユーザーを想定しているわけではないし､文普

間に一貫性もない。

ユーザーに関する記述の例を､次に示そう。

●ユーザーに関する記述がない。

●「ユーザー｣｢顧客」など､抽醗的に義現している。

●ユーザーの表し方がおおまかである。たとえば「区分Bの人は､もっと簡単にな

ることを望んでいる｣｢ﾀー ケｯﾄはXに関心のある人だ｣｢競合メーカーの製品を

使っている人がﾀー ヶｯﾄだ｣のように表現している。

●スキルを基準にして、「初心者｣｢上級ユーザー｣のように適当に分類している。

●役割を基準にして、「管理者｣｢閲覧のみのユーザー｣のようにグループ分けして

いる。

●実在のユーザーや顧客を記述している。たとえば｢ﾃｯド｡ポｽﾄﾝ在住。アイデ

アを思いつくたびに電賭をしてくる」などのように記述されている。

●ユーザーのプロフィールのような､ユーザー柵報を定義する言葉で呼ぶ。たとえ

ば､その日にやるべきことをリストアップし､仕事の配録をとり､日々 の予定を整理

している人を｢計画魔｣などと呼んでいる。

簸初の2項目のような記述をしている企業は､顧客志向であるとはいえない。ユー

ザーについて､後半5つの項目のような特別な記述をしている企業に対しては､これまで

４０


