
のようなユーザーの捉え方よりもペルソナのほうが優れており､ペルソナはよい設計ツール

になることを説明するとよいだろう(本フェーズの「ペルソナの価値と使い方を社内に啓

蒙する」参照)。

◎３－５質問３：ユーザー情報は、製品設計や開発プロセスの中でどう生か

されているか

股柵｡／開発のプロセスの中でユーザー情報がどのように生かされているのか､ある

いは､まったく使われていないのかを知らなければならない｡この悩報は､ペルソナを導

入するチャンスを捉えたり､活動の範囲を決めるのに役立つ。

ユーザー情報がプロセスの中で亜要視されているのならば､顧客志向手法の強化に

ペルソナを役立てる方法を考えればよい｡また､ユーザー悩報が生かされていないのな

らば､ペルソナが顧客志向手法の実現の一翼を担うはずだ。

●この質問への回答の求め方

プロセスを知るには､製品の股叶／開発プロセスを図解して､次の賀'111を考えてみる

とよい。

●製品の設計､開発､マーケティングにユーザーはどのように関わっているか。

●プロセスのどの段階で､どのようにしてユーザー愉報を収築､検肘しているか。

●ユーザー柵報を製品に反映させる際に､どのプロセスではうまくいって､どのプロ

セスでは失敗しているか。なぜ､そのような失敗をするのか。

●あるプロセスが成功したか否かをどのように判断しているか。

●既存の股計／開発プロセスに執蒲しているか｡既存のプロセスに対する不満は

ないか。新しい手法を取り入れにくい企業体質か。あるいは､現状の問題点を

発見済みで､大幅な変更をするつもりでいるか。

●設計／開発プロセスにおけるユーザー情報の利用方法

「ユーザー梢報は､製品股､･や開発プロセスの中でどう生かされているか」という質|川

に対する答えは､ペルソナを既存のどのプロセスで使うかを決定する際の参考になる。

フェーズ1：｢準備と叶囲」新制品開発のジﾚﾝﾏ ４１



ブﾛグｸﾄ･チームが､設計／開発に対して持っている問題や不満がわかるし､ペルソ

ナ導入を交渉する余地があるかどうかの見当もつくからだ｡プロセスが始まったばかりの

ときのほうが､中盤以降よりもペルソナを受け入れやすい。

プロセスも半ばを過ぎれば､誰でも保守的になり､新しい手法が入り込むのを姫うもの

だ｡また、「顧客志向」技術と呼ばれているものが､実際には顧客志向ではないことが

あり､そのようなプロセスでこそペルソナやユーザー情報を受け入れやすいことも考えて

みるべきだろう。

ペルソナに関する瞥類を作ったり､ペルソナの脱明をするときには､ペルソナが既存の

プロセスの中でどれほど役に立つか､あるいはプロセスをどう変えるものであるかに焦点

を絞る｡逆に､ペルソナが関わらないプロセスがどれかを示すのもよいだろう｡前記の質

問を考えることで､予想される社内の抵抗をかわす方法もわかるはずだ。

◎３．６ベルソナによって、何が可能になるのか

ペルソナはすばらしいツールではあるが､必ず成功するとは限らない。ペルソナは、

ＵCDの推進者が持つべきツールの1つではあっても､ツールさえあればうまくいくというわ

けではないということだ。

たとえば､ペルソナはコミュニケーションや没計のツールとしては優れているものの､真

価を発揮できるのは特定のコミュニケーションと股計の問題を解決するために使った場

合だけだ｡しかも､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄには費用がかかるし､ペルソナを作ったり維持し

たりする労力もかかる。

ベルソナを導入すると、「ペルソナとは何か｣｢なぜペルソナを使うのか｣｢どのようにし

て作ったのか｣｢どのように利用するのか」など､数多くの質問を受けるだろう｡これらの

質問に答えるのもけっして楽ではない。

しかし､次に示すような企業では､ペルソナヘの取り組みにあまり手'111がかからない。

このような企業では､対話型のユーザー.テスト､長期的なフィールド澗査など､ほかの

ＵCDの手法に力を注いでもよい。

４２

●製品のターケットとなるユーザーを把握しており、ユーザーの意職を企菜内で共

有している。



●適切な情報に基づいて製品の機能を決定している。

●チーム内のコミュニケーションはうまくいっている。

川脳が兄つかった企業では､ペルソナを利Ⅲすれば次のようなことがわかる。

●どの問題を最初に解決するべきか。

●問題が起こった原因は何か。

●ペルソナによって解決できる問題か。

ここで留意しなければならないのは、「ベルソナは万能ではない」ということだ｡企業

内部に深く入り込んでいる政治的な問題や組織上の問題は解決できないし､抗争を止

めることもできない｡また､ペルソナだけで股叶プロセスを完遂できるわけでもない。

●顧客志向の導入はペルソナの作成より画要

顧容志向をＦ１指すからといって､ペルソナヘの取り組みを大々的に始めなければなら

ないわけではない｡かける労力は必要に応じて変えればよいし､ペルソナから始めずに、

もっと韮本的なユーザー像を描き､そこからペルソナを作り出してもよい｡ユーザーを知

るために行うことには､すべて価値がある。

●ユーザー描写がユーザー・ニーズを決める

企業にユーザー像を持ち込むと､何が速成できるのだろうか。

社内鯛査の結果､ペルソナが必要だと判断する理由としては､次のようなことが考え

られる。

●中心に据えるﾀｰケｯﾄをはっきりさせる:ターゲットをもっと拡大したり､絞り込ん

だりする必要があるケース。

●指示や決定を下す:ユーザー･ニーズを明確にして、製品の機能や目標を決め

る必要があるケース。

●発見と理解を促進する：問題点や設叶の可能性､ユーザーや顧客の真の姿な

どを見つけ出すための助力が必要なケース。

ﾌｪｰス1：｢準備と計画」新創品開発のジﾚﾝﾏ４３



●機能設計に役立つ:ユーザー･ニーズが設計や製品の方針､技術の実装に与

える影響を考慮して設計や開発をする必要があるケース。

●イノベーションを引き起こす:独創的な考えを呼び覚ます新しい方法を見つける

必要があるケース。

●ユーザーを知る：チームのメンバーにユーザーと顧客をもっとよく知ってもらい、

ユーザーの本当の姿や要望を気づかせる必要があるケース。

●チーム内外の交流を強化する：共通のゴールやアイデアを持つことで､チーム

を結束させたいケース。チームをまたがる共通の用贈や共通の理解を持ちたい

ケース。

●開発プロセスの整備:ＵＣＤに対応するために､開発プロセス全体を見直したい

ケース。

ペルソナが必要だと判断した理由が最初のいくつかの項Ijに当てはまるのならば､ペ

ルソナではなくほかの方法でユーザーを捉えてもよい｡しかし､ベルソナが必要だと判断

した理由が終わりのほうの項目に近ければ､データをもとにして作ったペルソナのほうが、

ほかの方法より役に立つはずだ。

図１．１に示すように､それぞれのユーザー描写のための手法は､データの戯や厳密さ

により､描写内容の抽象性､特定性､現実性が異なってくる。

製品チームのニーズと使えるリソースによって､ユーザーを単純に分類することもでき

るし､もっと細かく分けることもできる。

たとえば､「インターネットのユーザー」を「インターネットの普通の利用者」と「イン

ターネットに熱中している人」に分けることもできる。

少し時間をかければ､細かく分けたクラスをもとにして､ユーザーのふるまいや姿を

思い描けるような物語性のあるシナリオを作ることもできる｡これに､ゴール､好み､脳雁、

経験などの個人的な特徴をつけ加えるとペルソナになる。

もちろん､図の中で使っている言葉の定義には例外もある。たとえば､「ユーザー･ク

ラス」は経験によるものだろうし、「セグメント」は細目にあたるかもしれない｡重要なのは、

ベルソナだけが顧客志向の手法ではないということだ。
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厳 密 さ デ ー タ 原

図'1.1ユーザー描写の手法

詳
細
度

ユーザーの描写は、細かさや理論的厳密さなどによって変わる

４１ｱｸｼｮﾝ･プﾗﾝの作成

◎４－１アクション･プランに盛り込む内容

ペルソナが､ターゲットとする製,洲j11発において問題解決に役砿つことが明らかに

なったら、次に､コア･チームのアクション･プランを作成する。

アクション･プランは企業分析の納果から作るもので､ペルソナ･プロジェクトのロード

マップとなる‘､また、製品が完成し､ペルソナの利用が終わるまで､ペルソナ側辿の．

フェーズ１：Ｉ推備と計画’新製品間紐のジレンマ４５



ミュニケーションのすべての指針となる。

アクション･ブﾗﾝは､前もって用意するのが一般的だが､ブﾛヅｪｸﾄの進捗状況に応

じて、臨機応変に変災を加えてもかまわない｡また､形式もⅢIわない｡ポイントを箇条嘗

きにしただけのものでも､普通の文章にしたものでもよい。

盛り込む内容は、次のとおりだ。

●プロジェクト範囲の定義とペルソナ･コア･チームのゴール

●コミュニケーション戦略

●マイルストーンと成果物のﾘスト

●ベルソナ･プロジェクトの範囲を定義する

顧客志向になっていない企業では､ごく小規模に､利用範囲を限定したプロジェク

トから始める｡このｶﾙ合は､ペルソナの価値が理解されるまでに時Illlがかかる｡しかし、

小きなブﾛヅｪｸﾄであっても成功を積み重ねていけば､ペルソナに投資価値があること

を証明できる。

何かしら顧客志向の手法を使っている企業では､経営幹部を乗り気にさせれば､大

規模なペルソナから始められる。ペルソナの採用をトップダウンで推進していくことも可能

なわけだ｡そして､全社的なペルソナの利用によって､顧客志向の社風も築けるだろう。

ただし､ベルソナの採用を上から強要するようなことがあると､失敗に終わる危険もあ

る。これを防ぐには､ペルソナのフェーズ４：「成人」川のためのしっかりしたプランを立

てておく必要がある。

原則として､ペルソナヘの取り組みにより大きな変化をもたらしたいと考えている場合

は､経営幹部を巻き込んで肩入れしてもらうべきだ｡一方､小さな問題を解決するため

に､部分的にペルソナに取り組むのであれば､繰鴬幹部にまでペルソナを脱明しなくても

よい。

ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄの規模は､次の質'111に対して答えを選んでいくと定義できる。

①これから構築するベルソナが役立つ分野はどれか。

●新たな製品戦略の作成

●ビジネスチャンスの開拓
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●よりよい製品設計､よりよい商品企画

●効率的なコミュニケーション

●チームの作業効率の向上

●経営幹部の期待の理解

●発展を妨げる原因の明確化

●製品のﾀｰケｯﾄ外となる人の職別

②ベルソナはコア･チームにとってどのように役立つのか。

●企業内でのUＣＤの啓藻

●コミュニケーションのための用語の統一

●部門をまたがるタスクの支援

●ユーザーの詳細惰報の関係者への提供

③ベルソナを使う人は誰か。

●組織､チームなど､完成したペルソナを使う人の列挙

④何に対してベルソナを使うのか。

●すべての製品

●１つの製品

●１つの機能または小さな機能群

●の決定に影響を与えること

●の質問に答えること

⑤ペルソナが解決できないことは何か。

●最終決定権が経営幹部にのみあること

●技術関連の問題。たとえば､ブラウザの技術によりユーザー.インタフェースが

制限されること

●企業内の駆け引き

●ベルソナ･プロジェクトのゴールを定義する

ペルソナ･プロジェクトを成功に導くには､ゴールの設定が不可欠である。ゴールを決

める際には､企業内にあるすべての間脳をペルソナで解決できるわけではないことを念

頭に吐く。ここで決めるゴールは､ペルソナのライフサイクルを通して実現したい日概であ

り、それが明確なほど､フェーズ５：「功統、再使用、引退」期にペルソナの成果を測り

ﾌｪｰス1：『準償と計画」新削品開発のジﾚﾝﾏ４７



やすい。

ゴールは以下の質問に対して､選択肢から畑適な答えを選んでいけば定義できる。

①ベルソナ･プロジェクトが成功したと考えるのは、いつか。

●製品を期待以上に早く出荷したとき

●製品が高い岬価を得たとき

●顧客サービスにかかる費用が軽減したとき

●事業戦略全体に変化がもたらされたとき

●プロダクト･チームがﾀｰケｯﾄとするユーザーを理解し､その特徴を述べられるよ

うになったとき

●計画とは異なる機能が実現できたとき

●ターゲットとしたペルソナのシナリオに基づいて､すべての機能を股計したとき

②プロジェクトが直面する最大の問題は､何か。

●ペルソナの導入を反対されること

●ペルソナ以外の仕事のために､製品の進捗が遅れること

●ペルソナ･プロジェクトを成功させるために専念する時間を見出すこと

●データを手に入れること

●全員がこの手法を使ってもよりよい製品が生み出せないこと

◎４－２ベルソナの価値と使い方を社内に啓藻する

ペルソナ･プロジェクトを進めるために､コア･チームのメンバーは､チームのほかのメン

バーや社内の人々に対しペルソナの価値と使い方について教育しなければならない。

教育にあたっては､次の4つについて､概要から詳細までどのレベルの説明もできるよ

うに準備する。

4８

●ペルソナ手法とはどのようなものか。ペルソナが有効なのはなぜか。

●ペルソナとは雄か。

●ペルソナをどのように栂築したのか。なぜ､この栂築方法を選んだのか。

●製品の設計／開発プロセスにおいて、ペルソナをどう使うべきか。



ペルソナ･プロジェクトの期間を通して､この4つについて熟考するﾀｲﾐﾝダが3回あ

る｡これは同時に､ほかの人たちにこれを伝えるよい機会でもある。

その3回とは､次のときだ。

●コア･チームのメンバーにペルソナについての脱明をし､なぜこのプロジェクトを

行うことにしたかを知らせるとき

●社内のチーム･リーダーに対するペルソナ教育(本書では､これを「手法の啓

霞｣と呼ぶ)をどのように行うべきかを考えるとき｡現時点が､これにあたる

●フェーズ３：「艇生と成長｣期にペルソナを紹介するとき

●ベルソナ手法の啓醸方法を考える

コア･チームは､キーパーソンや関係者にペルソナがよい手法であることを説伸しなけ

ればならない｡ターケットとなるのは､経営幹部､マネジャー､チームの黄任者などであ

る｡この人たちがペルソナ･プロジェクトを受け入れてくれれば､フェーズ３：「誕生と成

長」期にペルソナを社内で紹介しやすいだろうし､フェーズ４：「成人」期のペルソナが

適切に使われるようにサポートしやすくなる。

啓蝋前面を立てるにあたっては､まず､直近のコア･チームとの話し合いで最も頻繁

に取り上げたテーマを調べる。コア･チーム内で何度も取り上げているテーマは､社内

のほかの人たちにペルソナの説明をするときにも、煎要なポイントとなる。

手法を啓醗する期で､どのような質問にも答えられるように､コア･チームのミーティン

グで挙げられた質問とそれに対する模範解杵をFAＱ(頻繁に聞かれる質問)としてまと

めておくとよい。

●ベルソナについての「想定問答第」を用意する

広報担当者､マーケティング担当者は､新しい製品やサービス､組織の改変などを

発表するにあたって､想定問答集を用意するのが一般的だ｡これは､想定される質問

とその模範解答を記したものだ。

ここではペルソナの想定問答集の例を紹介するので､独間の問答集を作るために役

立ててほしい｡また､この想定Ⅲ答集の例は､フェーズ３：「挺生と成長」期に､コミュニ

ケーション腿略を導入したり拡恨したりするときにも参考になる。
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Ｑ１：ベルソナとは何か。

Al:想倣上の人物描写｡その製州のユーザー像､その製陥のユーザーについての

データなど､関係者が共通に持っている阻識を具体化したもの｡ペルソナは､股叶上の

目標として､ユーザー･ニーズやユーザー･エクスペリエンスに無点を合わせるのに役立

つ。

Ｑ２:ターゲット･ユーザーのことはよく理解している。それでも、ベルソナを使う必要が

あるのか。

A2:既存のユーザーについての知識やユーザーとのコミュニケーションの方法に矛盾

があることの指摘が答えになる。たとえば､次のようなことである。

●過去の製品では､ユーザーについてどのように言及し､扱っていたかを示し､実

はユーザー像に関する意見が一致していないことを脱明する。

●試しに簡易ペルソナを作る(本ﾌｪｰスの｢仮説を収集し､簡易ペルソナを作成

する｣参照)。簡易ベルソナは､短時間で簡単に作れる。簡易ペルソナの作成

によって､各人が持っている暗黙の前提条件が明らかになる。また､自分たちが

持つ予測､意見､経験などと､ターゲット･ユーザーのそれとは別物であることも

わかる。簡易ペルソナは､ヂー ﾀをもとにして作るペルソナの最初の一歩にもな

る。さらに､その企業が持っているユーザーに関する知職の盲点を指摘してくれ

るし､もっと研究したほうがよい点や鯛査すべき問題点を気づかせてくれる。ただ

し、まれに、ターゲット･ユーザーに関する前提が正確で､しかも豊富にあり､そ

の栂報がしっかり共有されているケースもある。この場合は､ペルソナ以外の

UCD手法にも目を向ける。

●ペルソナは､ヂｰﾀを具体化したものであることを強鯛する｡また､各人の仮脱を

もとに作った簡易ペルソナを使ったとしても､人によってユーザーに関する前提

が異なることがわかるし､それを鯛整できる。

Ｑ３:なぜベルソナなのか。ペルソナを使わずとも、ユーザーについてもっと垢し合えば

よいだけではないか。

Ａ３:「ユーザー」について話し合うのは､もちろんよいことだ｡しかし､単なる諸し合い
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以上のことが必要となっている。「ユーザー」は､製品を使う人を正確に伝える言葉で

はない｡ペルソナは「ユーザー」とは違って､個々の人物を詳細に描いたものだ。開発

プロセスにおいてペルソナを作成､使用することで､本当のユーザーの盗が明確になり、

ユーザーのニーズに無点を合わせられる。

Ｑ４:実在の人物を選び､その人に合わせて謹叶してはどうか。このほうが簡単だ。

Ｍ:ベルソナに合わせた設計と､実在の1人の人物に合わせた設計はまったく別のもの

である｡実在の人間は癖を持っているものだが､ペルソナはデータから導き閃された特

徴のみを持つ。

ペルソナにより､実在の人物の個人的好みや経験に影智されずに､多くのユーザー

が持つ亜要な特性に無点を当てることが可能になる｡ペルソナは多くの中から取り出し

たデータセットに､名1MIと顔､行動様式や傾向などを持たせたものだからだ。

Ｑ５:ペルソナは、すべての顧客やユーザーの代表となるのか。

Ａ5:いいえ｡ペルソナはすべての顧客またはユーザーの代表にはならないし､なるべ

きでもない｡ペルソナはむしろ、製品やビジネスを成功に導くうえで爪要だと考えられる

｢ユーザー･セグメント｣｢マーケット･セグメント」の中に存在する人物の代表といえる。

ペルソナは典型的ユーザーの例であるとともに､強力な戦略ﾀｰｹｯﾄの例でもある。

Ｑ６:ベルゾナを使うことで、本当に製品がよいものになるのだろうか。

Ａ６:この質問には､ペルソナを使った企梁の実例を税明するとよい。

Ｑ７:この製品は多岐にわたるユーザーをターゲットとしている。したがって、すべての

ユーザーを網羅するようなペルソナを作るべきではないのか。多くのペルソナを作って、

そのベルソナが好むような製品を作ったほうがよいのではないか。どのような製品であれ、

たった１人を想定して設計するのは筋が通らない。

Ａ７:そのとおり。１人だけの好みに合わせ､その人が使うものを設計するのは適切では

ない｡とはいえ､すべての人の好みに合うことを目指すのも現実的ではない｡万人の好

みに合わせようとした製品は､おそらく、万人にとって不澗が洩るものになってしまう。そ

れよりも､殿も重要なペルソナをﾀー ｹｯﾄとして製品を作るほうが理にかなっており、しか
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も大多数の人に喜ばれる製品が作れる。

この質問が出たら､特定のペルソナを満足させる製品を作っても､そのペルソナに当

てはまらない人が製品を姉うようになるわけではないことを説明する｡股肘者や開発担

当稀は､それぞれにユーザー像を持っているものであることも､質問者に気づかせなけ

ればならない。

ペルソナを作成すれば､各人が考えていることを調整し､一貸した恭準を持って設計

や開発ができるようになる。実際に､帆広いユーザー層を持つ製11Aを開発している企業

の中には､わずかなペルソナでうまくﾀー ｹﾂﾄ･ユーザーを捉えているところもある。

現実には､どのような製品であれ万人向けではありえない｡万人向けの製品といわれ

ているのは､同じ特徴を持った人たちをﾀｰｹｯﾄとしているにすぎないのだ｡ベルソナが

あれば､容易にこの特徴を捉えられる。

また､ペルソナは必要な数だけ作ってもかまわない。多くのペルソナを作ってみると、

経営幹部が考えているユーザー像もわかるし､すべてのペルソナを澗足させることで、

多くの顧客に満足を与えられる製品になる｡これが､最終的なゴールだ。

とはいえ､これは腿い時Ⅲをかけ､何度か製品を改良してようやく到述することができ

るものである｡いますぐに､すべての人を満足させる製品を作ろうとしても､時冊の問題

その他のプレッシャーなどにより中途半湘なものになってしまうのは明らかだ。

Ｑ８:ペルソナは本当に機能するのか。ほかの会社、ほかの製品でも使われているの

だろうか。

Ａ８:多業翻にわたり、数多くの企業がこの手法を採用し､成功を収めている。

特に経営幹部には､ペルソナの事例､ペルソナ手法に関するレポートなどを配布して

読んでもらうとよい｡たとえば､フォレスター･リサーチ(ｱﾒﾘｶの大手IT調森会社)が発

行しているビジネスにおけるペルソナのﾒﾘｯﾄについてのレポートを聯入して､経営幹部

に見せるのもよいだろう。

Ｑ９:間違ったベルソナを作ってしまったらどうするのか。

Ａ９:これは､ベルソナを作る人たちが常に抱えている悩みだ｡この質''１１には､企業の

経営幹部やキーパーソンもペルソナに間わってもらっていることを説明するとよい｡ペル

ソナをもとにどのように開発を進めるかは､あくまでもビジネスの目標によって決まるものだ
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(フェーズ2参照)。

この質問へ回答するにあたっては､以下の点にfW意する。

●利用するペルソナの数が少なくても、これが､多くのユーザーに不満を抱かせる

設計になる原因とはならない。

●ペルソナは､ユーザーに関する想定やデータを反映したものである。ペルソナ手

法では､作成したペルソナに魚徴される実在の人間が製品を使ってくれることを

期待しているのだから､そういうペルソナを週べばよい。これもペルソナのﾒﾘｯﾄ

の1つだといえる。

●ペルソナが事業戦略に適したものであるかどうかは､完成したペルソナを見直し、

岬価するプロセスで判断できる。ここでペルソナが妥当なものだと判断されれば、

ペルソナはﾀｰグｯﾄとする実在の人間を象徴していることが裏づけられる。

●ペルソナの完成は､単にスタート地点に立ったということだ。ペルソナが完成し

利用されるようになってからも､目標からそれないようにするためには､そのペルソ

ナが適切であるかを確腿したり、ユーザー調査を続けるなどのUCDの手法を継

続しなければならない。この脱明は､ターゲット･ユーザー向けの股計を行うため

の投資を呼び込む役に立つだろう。

●最悪の事態を想定することも重要である。たとえば､ペルソナのもととなった想

定やデータがまったく間遮っていることもある。これは､製品のユーザー像をつか

んでいないことを示している。しかし､たとえ実際のユーザーとの共通点を持って

いないペルソナを選んで､それをターゲットに設計したとしても､それが役に立た

ないわけではない。間違ったペルソナを利用して、目標に到逮できるような製品

を作ったとしよう。この場合でも､ユーザーがどのように製品を使うか､どんな知

織を得るかなどについての一貫性は得られるはずだ。製品にこのような一貫性

や統一性がもたらされたのは、ペルソナのおかげであり、どのようなペルソナを

使ったとしても､これは実現できる。

Ｑ１０:アイデアを出したり新しい技術を考案するには、ベルソナに縛られないほうがよ

いのではないか。新製品は、現時点のユーザーではなく将来のユーザーをターゲットに

している。
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ＡｌＯ:ペルソナは、何を変えるべきかを教えてくれる。ペルソナには、製品のゴールや

ニーズ､期待､問題点などが含まれており､進むべき道を示してくれる｡そして､ペルソ

ナがあれば彼iil･の時機を逃すこともない。

Q１１：ターゲット･ユーザーについて考えるには、開発プロセスが進みすぎている。

All:ユーザーについて考えるのは､早ければ早いほどよい｡できれば製品の設計／

開発プロセスが始まる前が望ましい｡しかし､どの時点で考え飴めたとしても遅すぎるこ

とはない。

この質問者に対しては、「作業に取り組むためのコア･チームを組織したところである

こと｣｢これからペルソナを作り､それがいかに役に立つかを見せるつもりであること」も

伝えたほうがよい。

ペルソナは実現する機能を決めたり､機能に優先順位をつけたりするときの参考にな

る｡優先順位づけは､般計／開発のプロセスで必ず遭遇する難問の1つであり､ペル

ソナを使うことにより､ユーザーが製品に求めている働きをもとに､どの機能が重要かと

いう決定を下せる。

Q１２:ベルソナは仕事を面倒にするのではないか。ベルソナを使う時間がない。

Al2:ペルソナは､製品を正しく開発する手助けをしてくれる｡ペルソナを使えば､開発

プロセスの早い段階で､製品についての脈しい決定が下せるようになるので､間遮った

決定を行ったために股初に戻ってやり直すという無駄な労力を省くことができる。

この質問が出たときには､ペルソナが仕耶の妨げになることがあったら､即座にその

問題を解決すると約束する｡ペルソナ･プロジェクトの責任者がいることや､ペルソナの

手法が役に立つからこそ使っているのであり､仕事を面倒にするものではないことを説

明する。

般初は､ベルソナに対しての理解を深めるために時IⅢがかかるかもしれない。しかし、

実際にペルソナを使い始めれば､各人の仕事が軽減されるはずだ｡ターゲット･ユー

ザー像を共有することで､社内のコミュニケーションが容易になり､すばやく決定が下せ

るようになるからだ。

Ｑ１３:ベルソナを使えば、ほかのUＣＤの手法、たとえばユーザビリティ・テストのような
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Ｑ１４:ターゲット･ユーザーというものはマーケティング上の問題ではないのか。

Ａｌ４:作り上げた製品への関心を引き起こし､それを販売するのがマーケティングの仕

事である。しかし､製品の購入者と実際の使用者は異なることがある。製品が実際の

使用者のニーズに応えるものならば､その製品は売りやすいはずである｡大ﾘＩなのは優

れた製砧を作ることであり､よい製品を作るには､その製品のエンド･ユーザーを知らな

ければならない｡エンド･ユーザーのゴール､ニーズを理解しなければならない。

◎４－３マイルストーンと成果物を確潔する

ベルソナ･プロジェクトのマイルストーンは､必要な時IIIjから荊り11'すのではなく、ペル

ソナに賀やせる時間から逆算する。

まず､すでにわかっている次の期日を鯛ぺる(，

‐
ｌ
ｉ
１
１
１ ●製品やサービスの｢発売日」または「開始日｣。この中には､初期テストの開始

日のほか､できればアルファ版やベータ版のリリース日も含む

フェーズ１：｢準偏と針面」斬製品開発のジレンマ ５５

ものIま不要になるのか。

Ａｌ３:ペルソナだけですべてがうまくいくわけではない｡ペルソナを使うと､ユーザーの

データに蝋点を当てて設計や開発を進められるようになる｡しかし､ユーザビリテイ･テス

トのようなほかのUCD手法でユーザーの饗求を収集する必要がなくなるわけではない。

これさえ使えば完全な製品ができるとか､IIlj述いなく成功できるというUCD手法は存

在しない｡ＵCD手法を数多く取り入れた開発プロセスを経た製品ですら､ユーザビリ

テイのｌＩＭ組を抱えていたり､ユーザー･ニーズに合わないこともある。

１M発プロセスは､多くの力に影騨を受けやすい｡製砧が岐終的に市場で成功するか

どうかも、タイミングや競合メーカーなどの要素に左右される｡ペルソナは、企業が正しく

問題に取り組み､よりよい製品を作る助けとなるものではあるが､万能薬ではないし､何

かを保証するものでもない。

ペルソナはコミュニケーションのよき仲介役であり、関係帝にターケット･ユーザーにつ

いての共通の理解を持たせてくれる｡ペルソナ･プロジェクトがうまく実行されれば､製品

が成功する可能性が高まるし､開発プロセスにもよい影響がある。



●「開発完了日」あるいはすべての調整が終了する日

●「設計完了日」あるいは製品の開発を始める日

●「仕様確定日」あるいは劉品のブﾗﾝや仕梯が決まる日

●「要求仕梯確定日」

以下は､マイルストーンにIHIする最良のシナリオ例である。

●製品のライフサイクルが始まった早い時期に､ブﾛグｸﾄ･チームにペルソナを紹

介する日を設定する。これをよいﾀｲﾐﾝゲで行えれば､ペルソナは要求仕様の

決定に役立つ。すでに仕様が決まっている渦合には､設計／開発のプロセス

が本格的に始まる以前のどこかに､ブﾛグｸﾄ･チームにペルソナを紹介する日

を設定する。

●ペルソナを紹介した日から製品の完成日までが､ペルソナの成人期になる。

●ペルソナの功細､再使用、引退が始まるのは､ユーザーが製品を瞬入し､使い

始める時期の直前とする。これは製品が使われている間､継続するものではある

が､この時期にプロセスが改良されたかどうかの岬価や次のプロジェクトの準鯛

を始める。

次に､ペルソナ･プロジェクトによる成果物として､どのような書類を作るか､形式をどう

するかだが､それはlHす時期が来たときに考えればよい｡そのときの環境に応じて柔軟

に決めればよいということだ｡しかし､成果物のﾘｽﾄが求められることもある。

その腸合は､次に示すペルソナのライフサイクルの各フェーズに対応した成果物の中

から､ペルソナ･プロジェクトの計画や範囲､必要性の有無によって選んでﾘｽﾄを作ると

よい。

①｢準備と計画」期の成果物

●ペルソナ･コア･チームの名簿

●ブﾛヅｪｸﾄ･スケジュールに対応したペルソナ･プロジェクトのスケジュール

●社内鯛査によって得られた結騰。ただし､慎亜に取り扱わなければならない柵報

が含まれることがあるので､共有はしない

5６



●ペルソナ･アクション･プラン

●ペルソナで使用する元データのﾘスト

・必要に応じた追加鯛査の計画

●オプション

簡易ペルソナ／リアリティ･マップ(次節参照）

②「受胎と妊掘」期の成果物

●データ分析の結果

，優先順位をつけたペルソナのスケルトン(フェーズ2参照）

●ペルソナ基本文書

③「麗生と成長」期の成果物

・コミュニケーション･プラン

・コミュニケーションのための広報ツール

④「成人」期の成果物

●ペルソナで重みづけされた機能の一覧表

●設計マップ

●シナリオ集

●ムード･ボード

●ユーザビリティ･テスト参加者の選別方法

●ペルソナごとのユーザビリティ｡テスト結果

●品質保証のためのバグ修正計画書

⑤ROI(投資収益率)を含む「功績､再使用､引退｣期の成果物

●ペルソナ.プロジェクトにかかった経費

●ペルソナ.プロジェクトによって得た利益。製品､股計／開発のプロセス、自社

の顧客志向の取り組みなどが､どれだけ向上したかも含む

●ペルソナの再使用、引退(廃棄)についての計画掴

◎4-4いつ、どのようにコンサルタントを関与させるか

ペルソナ･プロジェクトには､多大な労力がかかる。しかし､そのための時IMIを捻出

するのも、手伝ってくれる人を見つけるのも難しいものだcそこで､コンサルタントに依頼

ﾌｪｰス1：｢準個と叶画」新製品開発のジﾚﾝﾏ５７



して､ペルソナに関するﾀｽｸの一部を任せることも考えるとよい｡ペルソナに関連した

サービスを提供するコンサルタント会社は増えつつある。コンサルタントを関与させても、

ペルソナのライフサイクルの機能に何ら変わりはない。

ただし､コンサルタントに何を任せるか､どのように導入し､社内のコア･チームとの協

力体制をどのように築いていくか､そして成功するペルソナにとって欠かせない正確なコ

ミュニケーションをどのようにとっていくかを決めるのは､簡単なことではない。

これらを決めるには､コンサルタントがプロダクト･ドメイン､ビジネスのゴール､職略､と

いったりI柄をどれほど理解しているか､また､ペルソナ･プロジェクトの成功を支える意

識がどれほど強くあるかを見極めなければならない。

●開発プロセスにコンサルタントを導入する

コンサルタントと社内のコア･チームが､お互いに壁を隔ててペルソナを縦論しているよ

うだと､ペルソナは失敗に終わってしまうだろう｡ペルソナは、ｌ～2週間くらいちやほやさ

れたあと、目新しさが徐々に消え､壁にかかった広報ツールのポスターは垂れ下がり､無

視されるようになる。

これまで使い価れたプロセスにプロダクト･チームを引き戻そうとする力は､ポスターな

どではとても太刀打ちできないほど強い｡ペルソナには､川心深く活動的で､しかもプロ

ダクト･チームと密接に結びついている擁護者が必要なのだ。

コンサルタントにペルソナを紹介させることが役に立たないとか､ペルソナ･プロジェクト

を助けてもらうためにコンサルタントを耐うのは意味がない､と言っているのではない。コ

ンサルタントが|･分に力を発抑できるようにするには､クライアントである自分たちのニー

ズやｺﾝｻﾙﾀﾝﾄに対する期待を十分理解してもらう必要があるということだ。

●早めに成果物を出してもらうと、ベルソナの価値を伝えやすい

コンサルタントの岐初の成果物としては､簡易ベルソナがある。簡易ベルソナにより、

ブﾛグｸﾄ･チーム全体で一貫性のあるユーザー像を持てるようになる｡簡易ペルソナは、

コンサルタントだけで作成してもらってもよいし､コア･チームが加わって作成してもよい。

コア･チームは簡易ペルソナの作成に参加することで､ベルソナについての堆本的

な知識を1¥られる。また、簡易ペルソナによって､これまでのユーザーの捉え方は－１１

性に欠けていたことやペルソナでこれを修復できることがわかる。また､簡易ペルソナを
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使って､コンサルタントに競合製品の分析を提案させることもできる。

あるいは､次のようにコンサルタントに分析をﾘー ドしてもらってもよい。

「簡易ペルソナのﾌｨﾘｯブは､製品の主要ユーザーの例です。これはみなさんが合意

していますね。では､ﾌｨﾘｯブに競合製品の最新版を一通り試させてみましょう。そして、

次のようなことを調べます。

●ﾌｨﾘｯブは最新版のどこが好きか。

●ﾌｨﾘｯブはすべての新槻能に関心があるか。

●これに対して､我々は何ができるか。

ﾌｲﾘｯブが競合製品のどこを気に入ったかがわかれば､ﾌｨﾘｯブをみなさんの製品に

夢中にさせる方法も見つかるでしょう」

●コンサルタントの立場からクライアントを見れば

コンサルタントの立場から見ても､これはたいへん価値がある。

ペルソナはクライアントとの関係を築く優れた方法であり､時間を櫛やすだけのことは

ある｡ペルソナを通して築いた側係は焚く続くし､相染効果もある。．-．庇､基本のペルソ

ナを作れば､次もそれを使ってクライアントに働きかけたり､コンサルタントを採用するﾒﾘｯ

ﾄを説明できるからだ。

たとえば､コンサルタントの所属する会社では多くの市場調査結果を分析しており､だ

からこそ､簡易ベルソナのﾌｲﾘｯブがl2I宅でｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使っていることもわかるのだ

というような説明を加えれば､説得力がj＃すだろう。

コンサルタントは､ペルソナに関連したツール群(フェーズ3参照)によって、クライアント

の既存の設計／開発のプロセスをどのように改良できるかを説明したり､無料のデータ

類を活用して､より詳細なペルソナを作る方法があることを紹介するセミナーを側催して

もよい。

ウェブサイトのログをもとに､ﾌｲﾘﾂブがどれくらいお金を使うようになるかといった具体

的な論も必要だ｡クライアントがペルソナについて深く知れば知るほど､コンサルタントの

もとへ戻ってきて､本物のペルソナの開発支援を依頼する可能性が高くなるからだ。

また､iii易ペルソナを作成することで､兇込み客に対して､どれくらい深く彼らのユー

ザーを理解しているかを印象づけられる。製品の耽入者とユーザーをはっきり区別する

フェーズ１：「準協と叶囲」鮪創品開発のジレンマ ５９



必要がある場合には､簡易ペルソナで､その区別を示すこともできる｡ペルソナは､調

在結果をもとに作成されていることも示さなければならない。

コンサルタントを願う場合には、コンサルタントがペルソナのフェーズ４：「成人」期に

行うべきことにも梢通しているか､を見極めなければならない｡フェーズ4はペルソナの

手法の中でも重要な位腫を占める時期であり､ベルソナの価値を示せる時期でもあるか

らだ｡ペルソナを利川した場合に､コンサルタントが提川できるもの(たとえば､ペルソナ

､ｳｪｲﾃｯド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽ)を例示してもらう必要もある(フェーズ4参照)。な

ぜなら、「成人」川は､ペルソナにより製品に側するさまざまな決定を支按できる時期で

もあるからだ。

'５ データ収集

◎５－１データ･ソースを探し、データを収築する

ここまでの過程で､コア･チームを組織し､ペルソナの使用者についての知繊を得､ア

クション･プランを作成した。次に行うのは､ペルソナを作成するためのデータの収集で

ある。

ペルソナの作成には、１対１のインタビューから､公表されているレポートまで､何千と

いうデータを利用できる｡長時間を費やすことにはなるが､独自のユーザー凋在を行うの

もよいだろう｡収染するデータのタイプと盆は､そのデータを集めるのにかかる時川や費

用､さらに優れたペルソナを作成するために必要とされるデータの、などによって決まる。

◎５－２データ･ソースの種類と内容

ユーザー･データそのものである一次データを使用して､ペルソナを開発することに反

錨はない｡しかし､データを収集し､そのデータの分析結果をもとにペルソナを作成する
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