
には､時川も労力もかかる｡もし､データをもとにしたペルソナを開発する時間がなけれ

ば､もっと簡叩な方法を考咽すべきだろう｡どんな形であれ､顧客志向を目指すのはよ

いことである。

一次データを使用したペルソナの代わりに､より少ないデータ杜でユーザー像を描く

手法を使ってもよい｡それは､本章で後述する､二次データを使用してペルソナを作成

するという方法である。

データ･ソースにはさまざまなタイプがあり、さらに､その中には棚々の愉報のタイプが

ある。

データ･ソースは､一次と二次に大別される。

●－次データ･ソース:一次データとは､ユーザーの習性を直接観察したり､行動

や考えをユーザーに問い合わせたりして収集したデータのことだ。－次データ・

ソースとしては、自分のグループが行った調査結果、自社の他部門の調査結果、

または他社が公開している調査結果などが含まれる。ヂｰﾀの一次性とは､デー

タの収築者と調査された人々がどれだけ近いかということであり､データ･ソース

が､自分自身または自社によって作成されたものでなければならないという愈味で

はない。

●二次データ･ソース:二次データは､第三者を通して入手されるヂｰﾀである。第

三者とは､ユーザー自身ではないが､ユーザーとなんらかの接触を持ち､記憶と

経験から駆実に基づく肥述または推輪をする人々のことをいう。

データそのものは､定髄データと定性データに区別される。

●定量データ：定量データは､多くの人をターゲットとして､効率が高く、厳密な収

典方法(例:質問表､体系的な電賭インタビューまたはサーバー･ログの解析）

により収築される。定量データは､数字で表現されることが多い(例:ユーザーの

４７％は､この会社の製品に年間５０～６０ドル支払う)。

●定性データ：定性データは、少人数の人から､ターゲットについての深い洞察を

促す方法(例:観察的な現地鯛査､行動学的調査、１対1の半桐造化インタ

ビュー､菓務日誌､日常の観察)により収集される。定性データは､事実の裏に
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ある｢なぜ｣を明らかにするものである。

捌森方法の中には､実施方法を変えるだけで､定性データを収典したり､定fitデータ

を収巣したり､あるいは両方のデータを収集できるものもある。

フェーズl：｢準備と計画」期のゴールは､どのデータ･ソースが必要かを見極めること

と、生データを収集することである｡よいペルソナは､定性､定量の両方を含む多様な

データ･ソースをもとに作られる｡また､最良のペルソナは大規模なデータ収典と分析作

業の結果生まれるものだが､仮想だけをもとにしたベルソナも役に立つことが実証されて

いる。

インターネット上にある利用可能な莫大な獄の情報､そして無償で提供される梢報湿

を考えると､ペルソナ･プロジェクトに関連したデータは､いつでも見つけられるように思え

るだろう。同時に､本当に使えるデータを探し出すには時間がかかるし､見つけることn

体､そう簡単ではないと感じるかもしれない｡本当に必要なデータを見つけられない場

合には､ユーザーから得た直感をもとに簡易ペルソナを作ることもできる。

本榔では､仮説を二次的データと位置づけている｡仮説は､本来､実社会の経験、

1M門訊域やビジネスに関する知識に雑づいた推測である｡簡助ペルソナは､少ない労

力でペルソナの持つﾒﾘｯﾄの一部を実現してくれる(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)。

以降では､ペルソナを作るために､一次的､二次的なデータ･ソースなどからデータを

収集する方法､捌従､とりわけ定性調査を岐大限に生かすための技法を脱明する。

◎５．３データ･ソースを効率よく収集する

フェーズｌ：「準備と計画」期のゴールは､できるだけ多くのデータを見つけ､収典す

ることである｡収染するデータの最とﾀｲブは､データ収集に慨やせる時IiIlや甜川、およ

びペルソナを開発するためにどれくらいのデータを必要と考えているか､などによって決

まる。

データ収集をしなくても､ベルソナに活用できるデータがすでに存在していることもある。

独自の洲在を行う前に、次の質問を利附して、データを効率よく収染する方法をコア・

チームと話し合うとよいだろう。
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①既存の一次データ･ソース(内部）

●利用可能なユーザーおよび顧客のデータ･ソースとして何があるか｡プロジェクト

に最も廻要なトピック､あるいは分野は何か。副次的なトピック､あるいは分野は

何か。

●ほかに利用できる自社のデータ･ソースは何か｡現在､そのデータ･ソースを誰が

所有しているか。

②既存の一次データ･ソース(外部）

●ターゲットとなる分野､会社､製品について､利用可能な外部データ･ソースは

何か。公共機関やほかの会社が､その分野に関連した鯛査を行っていないか。

それらを剛入する予算があるか。

●ペルソナを作成するために必要なデータのタイプは何か。特別な悩報は必要か

（本フェーズの｢ﾄビｯｸごとのヂー ﾀ収築ｼー ﾄを作成する｣参照)。

③独自の一次データ･ソース(独自の調査を行う）

●既存のデータ･ソースでは足りない情報は何か｡確腿すべきことは何か｡誰が調

査をするべきか。

●ペルソナを作成するために必要な傭報を引き出す最も効果的手法は何か。

④二次データ･ソース

●この件に関して､社内で最も知識があるのは誰か。既存のユーザーと接触が多

いのは雛か。

●チームから経験と知職に基づく推論(仮脱)をうまく典めるにはどうしたらよいか。

なお､これらの質問に答えるためのｱｲヂｱとしては､以下のようなものがある。

◎５－４社内の－次データ･ソースを検索する

最初に自社内のデータを検索する。以前に行われた市場鯛査やユーザー調査の結

果が社内に存在することも多く､そういったものがいまでも十分使える場合もある。フィー

ルド調査､iIt強潤査､フォーカス･グループ･レポートなども探すとよい。以前にコンサルタ

ントまたは契約業者から提出されたレポートがあるかを確遡する方法もある。数年前の

調森結果でも､役に立つ可能性は高い。
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社内を回って､少しでも製品の顧客またその先のユーザーに関わる調査があれば、

そのすべてを探す｡デジタル･データと紙のデータの両方を探すとよい。

●典型的な内部データ･ソース：マーケット･セグメント分析

企業戦略､製品設計､または市場調査のチームがマーケット･セグメント分析を行って

いたら､これを利用する｡セグメント分析は､潜在ユーザーの大集合をわかりやすい小

集合に分類する手法で､広く利用されている｡この調森結果は､ペルソナのためのデー

タのコアとなるので､ほかの何よりも先にセグメント分析を探すべきだ。

また､セグメント分析はペルソナを何体作るべきかの回答の糸口となる｡ペルソナ･プ

ロジェクトの出発点としてこのデータを使用すれば､ペルソナ反対詰者が主張する､定

髄的な厳密きへの要求を満たすこともできる。

会社がマーケット･セグメント分析を行っている場合には､ベルソナとマーケット･セグメ

ントとの関係を説明する淋傭をする。多くの場合､「我々のペルソナは､それぞれ各砿

要なセグメントにおける具体的な事例(特定の設計ﾀｰｹｯﾄ)である」というのが､その

説明となる。

自社や製品のためのセグメント･リサーチを見つけたら､次の点も鯛くる。

●いつ調査が行われたか｡セグメント･リサーチは､それが実施されてから何年も経

過していると､陳腐化していることがある。

●会社はセグメンテーションをどれくらい璽要視し､活用しているか｡これは､セグメ

ントが広く知れ渡っているか､企業文化に定着しているかということである。

●会社は､いつ市場の再セグメント化を実施する予定か。次回の製品サイクル中

に再セグメント化が予定されていないかに留意する。再セグメントが行われると、

そのセグメントに合わせてペルソナを鯛整しなければならない可能性が高い。

次に､マーケット･セグメンテーションについて､それをペルソナの作成にどのように

使用するかについて説明する。

マーケット･セグメンテーションの群細は､クランシーとクリーグのα，”妬ﾉ剖醐t"Zﾙ正Ｐ

/''１７"姑〃職･』‘ｶﾉi9”ＧＰ'蝿wftHswKgZ“鞭Z"7”"j77”･免馴､”(『直眠に反したマー

ケティング:常識とは拠なる方法を使って股間の結果を達成する(未訳)｣[Clancyand
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Krieg､2000])、ラオとステツケルの?】舵碓If'S１列i9"露"〃､zﾉｵF"ＺｇｒＳ泡だしαfめ合

刈〃７１列aAwbr別""b”ﾝjEIg”ｄ７】闇画妨な鋤ejjI"ｵｗＲ"”ｓ７)ｳ〃ｫﾘ”鋤”笹

Ｘ，zfrCh"z”ﾉ'ﾘ'対”/【me(｢マーケティングの新科学:会社の将来を方向づけるマー

ケット･フォースを予測､追跡する鹸新技術(未訳)｣[RaoandStecke1.1995])、ウエン

ｽﾀｲﾝのp惣伽血ｇ"”〃ＦｍｉＦｒ〃ｸｳwwhg‘5》”/召gWiｮsﾉbrj蝿9ｶー 妬｡61〃池触s"z麺

”グ５画ｗｔ沼励”s(｢あなたのマーケットを明確にする:ハイテク企業、工業企業、

サービス企業における成功戦略(未訳)｣[Weinstein‘1998])が参考になる。

このほかに検索したほうがよい既存の内部データ･ソースや潤森結果は､以下のと

おりである。

くＵＣＤのスペシャリストから＞

●行動学とフィールド鯛査

●ユーザビリティ･テストの結果

●ユーザビリティ・テストの参加者の選別基準

●ペルソナを作成するためのユーザビリティ･テストの結果の利用法

●ユーザー･プロフィール(本物のユーザーの群細な抽写）

<製品マネジメントとビジネス･アナリストから＞

●競合分析

●顧客／取引先の状況説明(主要顧客のバックグラウンド佃報）

●ターゲットとするユーザーとマーケットの説明

●現在までのバージョンの製品の使用駆例に登堀する人物の説明(使用耶例に

は､ユーザーの説明が含まれることがある）

<マーケティングと製品企画から＞

●フォーカス･グループのレポート

●世騰鯛査や質問表の結果

●インタビュー薬

●セグメント･リサーチ

●クリエイティブに間する概要

●市埋鯛査の参加者募築の要項と選別基準
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<顧客サービス、営業サポート、アカウント･マネジメントから＞

●顧客とｺﾐｭﾆｹｰﾄした際の観察やメモ

●ユーザーからのコメントと機能への要望

●顧客サービスの配録とサポート･ログ

●製品の肝価フォームと横論調杏

く営業から＞

●営業データと戦略に関する魯類

●取引先のプロフィール､背景説明、新営業社員教育用の顧客概要

く文書、教育担当から＞

●作成した資料を読む人に関する記述

●トレーニング資料

く技術、業務担当から＞

●ウェブ･サーバーのログ

●以前のリリースでのユーザビリテイ関連のバグ

●最終製品とともにリリースされた「はじめにお読みください｣の文書｡製品の完成

後に文宙で説明しなければならなかった問題点は何か

く経営陣から＞

●ビジネス･プラン

●製品の展望についての文書

く人事、社内教育担当から＞

●社員への鯛査

●社員の統計

●現在と過去の職務内容

●この数年間の社員募集に応募した人々の履歴書(採用された人々の履歴密は、

機密駆項であり､慎重に取り扱うことが必要）

これらのリソースのデータを収集した後に､内容を評価し､どれが重要で信怨性が高

く有益であるかを綱べて優先順位をつける｡また、もっとデータが必要な分野や別のタ

イプのデータが必嬰な分野がないかどうかも砿腿する。
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◎５－５社外の－次データ･ソースを検索する

他社､調在機IMI，大学教授､大学院生などが収集した莫大なＩＲのデータも､ペルソ

ナのデータとしてｲj効に活用できる｡通常､このような鯛査のロ的は､我々の月的である

製品設計のためにユーザーのプロフィールの情報を収集することとは異なる。しかし､そ

の結果は､ユーザーのプロフィールの情報として再使用できることが多い｡この豊富で

詳細なデータの宝ｌｌＩ(が無俄で使用できるのは驚くべきことだ｡また､当然､ili場と願容

についての澗森の拠施や結果の販売をピジﾈｽとする調従会社もある。

外部データを見つけることはさほど難しいものではないが､本当に愈味がある外部

データは見つけ難いものだ｡そこで､外部データ･ソースを検索する前に､検索するキー

ワードと検索条件のﾘｽﾄを作成するとよい。

検索をしていると､データ瞳に圧倒されたり､探しているデータとは関係のない紀耶を

見ることも多い｡検索を行う際には､リンクに従って参考文献一覧を統み､プロジェクトに

最も関係があるリソースが見つけられるように､検索キーワードや条件の追加を行う。

データを探す際には、一次データ･ソースに薪目することがⅢ要である｡つまり､デー

タの解釈や要約でよしとしてはいけないということだ。

検索対象となる外部データ･ソースと調査結果は､次のとおりである。

●会識の識駆録にある胴杏覗事

●専門酷､学術院､業界院､ビジネス誌､流通雑酷などにある関連する分野の記

事(hnp://www,hcibibcrgまたは､http://www､hooverscom/1ree参照）

●競合会社や競合製品に関する分析の記事

●特定の地域と人々(人口)についての政府または､公共機関の鯛査。たとえば、

米国勢調査局、http://www・census､goｖhttp://www・freedemographics・

ｃｏｍまたはフロリダ大学国際人口統計と統計データhttp://web･ullib､ufl・

edu/docs/guides/intemationalstats､ｈｔｍｌ

日本においては総務省統計局(http://www.stat・go､jp/)にある国勢調査をは

じめとした各栖の統計データが利用できる

●調査専門会社から剛入できる鯛査ﾚボー ﾄ(例､フオレスター＜Fo『『este『>､ＪＤ

パワー＜JDPower>、ジュピター・リサーチ<JupiterReserch＞または、マー
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クル財団くMarkleFoundation＞http://www･markleorg）

●関連のあるブログやニュースグループ､掲示板

●ウェブに掲載されている履歴宙

◎５．６ユーザーに関する定性データを収集する

既存のデータを数多く発見できれば､独白の調森をまったく行わなくても､あるいは殿

低限の綱査しか行わなくても､ある程庇効果的なペルソナを作成できる｡しかし､現実

的なペルソナを作成するには定赴データと定性データの両方を使うのが理想的であり、

内部や外部にある既存のデータ･ソースの大半は定量データに偽っているという問題が

ある｡定性データは､ペルソナが本物の人間らしく兇えるための要素である､仕耶や家

庭環境､意欲や目的､不安に思っていることなどを提供する。そこで独自の調森を含め、

定性データを探す努力も不可欠だ。

ユーザーの行動や環境の怖報は､実際に製品を使用している様子を観察することで

得られる｡使用環境下でのｴﾝド･ユーザーの態度や考え､感鎚も観察することで理解

できるようになる。

たとえば､次のような悩報は､外部や内部のデータ･ソースからではなく､独自の定性

データの調査によってのみ得られるものだ。

6８

●ユーザーのゴールは何か。

●それぞれのゴールに到遠するために､ユーザーはどのような役割を担い､どのよう

な行動をとるのか。

●ユーザーの役割に関連した特別なタスクや行動は何か。タスクや役割をやる気

にさせるものは何か。このような行動に対して､どのような気持ちや感覚を持つ

のか。

●ユーザーはお互いにどのように協力し合っているのか。また現在の製品をどのよ

うに利用しているのか。

●ユーザーは現在の製品やシステムのどこが好きで､どこが嫌いか。

●ユーザーが働いて(もしくは遊んで)いる環境､製品が使われている環塊はどのよ

うなものか。



●ユーザーに共通すると考えられる人格特性は何か。なんらかの文化の特性があ

るか｡使っている用語や話し方など言隔の特性があるか。

定性データの澗在結果は､ペルソナの描写の質を高めるために利用する｡また､こ

の結果から､もし､現在開発中の製品がなかったら､人々がどのように行動し､考えるだ

ろうかという梢報も得られる。

ユーザーを観察したり､ユーザーと接触することで､ユーザーに関するデータを収集

する方法は数多くあるが､本諜はそれを網羅しているわけではない。もし､過去に功を

奏した方法を知っていれば､それを使うとよい。

◎５．７定性データ収集のためフィールド鯛査を実施する

既存のデータ･ソースの徹底的な調在が終わったら､次は､蕪本的なフィールド捌査

やﾀｰｹｯﾄ･ユーザーを彼ら自身の環境のもとで観察して本音を調査するエスノグラ

フィ一調従を行って必要なデータを補う。

フィールド測査とは、調従貝がエンド･ユーザーの現境下で行う観察､インタビュー、

悩報交換などのすべての活動のことである｡フィールド調査を自ら計画､実施するのは

簡単ではない｡本書では､データ収巣についての詳細や分析方法については触れずに、

ペルソナ･プロジェクトのために行うフィールド調交の鵬本的な指針や考えを述べるにと

どめる。

●鯛査項目のリストを作る

これまで集めてきた既存のデータは､実際のユーザーのものというより、製品の分野に

影靭を受けていたり､一般的なマーケットのものだったりする可能性がある｡それも役に

は立つが､独自の鋼在を行う場合には､ターケット･ユーザー自身の意見を引き出す間問

をするように配咽する。

たとえば､以下のような質問が考えられる。

●何が好きか。

●ほかに興味や関心があることは何か。
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●どのような活動に従事しているか｡どのような習性を持っているか。どのような行

動をとるか。

●どのような目標や願望を持っているか｡心配なことは何か。

●どのような知職や技術を持っているように見えるか。

調査項目や質問のﾘｽﾄを作ったら､次にその優先順位を決める｡優先順位は､ペル

ソナを作成するために､どの項目が「必ず必要」で､どの項目が「知っているとよい程

庇」なのか､をもとに決める｡この優先順位は､現地視察のための手順醤を作るときに

も利用する。

●視察先を決定し、チームをトレーニングする

これまでに収巣したデータと何符を得たい質Ⅲlのﾘｽﾄから､観察の対象とする人物

のプロフィールを作る。そして､ベルソナを作るのに欠けているデータから収巣できるよう

に時間配分を考える。

また､データ収典の担当者がインタビューに不佃れな場合は､事前に練習をしたり、

ユーザーを観察するコツを教えるなどのトレーニングlUlIIUも必要になる。

●参加者を勧醗する

自社でほかの澗在活動が予定されていたら､ペルソナのための調在をそれと一緒に

行うことも考えられる｡股初に､社内のマーケティングや市聯調在のチームが､ユーザー

の枇諭鯛在やフォーカス･グループその他の洲在を予定していないか鋼くる。

調査の予定があったら､ペルソナの作成に行益な情報､すなわちユーザーの行動、

ゴール､ニーズ､不安に思っていること､願望などを得られるように､調企項目を調整し

てもらうとよい。

綱森の協力肴を蕊る際には､視察巾に肥録をとったり､現場やユーザーの写典､キー

となるアプリケーションまたは問題点のスクリーン･ｼｮｯﾄ､主要な文普のプリントアウト、

部屋の配置のスケッチなどの追加の情報を収集してもよいかを尋ねる。また､録音した

り写真を撮る場合には､リドliiIに杵可を得る。
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●視察の手順書を作る

フィールド観察に十分な時川がとれることはまずない｡そこで､事前に手順書を作成し

たり、爪要な夜間を確実に網蝿できるような計画を立てる。賀|Ⅲのﾘｽﾄは2つに分けて

用愈する。１つは必ず質IHIするﾘｽﾄ､もう１つはできれば慨IM1するﾘｽﾄである。

２時間の視察だとすると､進行は30分ずつ4つに分けられる。

●最初の30分：紹介やこれから行うことを説明し、協力者と意思の疎通を図る。

その日に話を聞く予定の協力者全員を対象とし､共通腿臓を作る。これにより、

個々のインタビューではデータ収集に集中できる。

●次の30分:協力者のバックグラウンドを調べる。職務分担､主な関心事や活動、

そして､組織の栂成とほかの職場との関係の概要などに熊点を当てる。簡単な

現堀見学をさせてもらうのもよい。

●さらに次の30分：製品分野に関連した質問をして詳細を話し合う。単に質問を

続けるのではなく、協力者の様子を把握するために､いくつかの項目を挙げてそ

れについての経験や愈見を語ってもらう。協力者に実際にやって見せてもらうの

もよい。彼らの動作は､言葉で表現したものとは異なるかもしれないので､行勤

を注意深く観察する。

●最後の30分：(または､最後の１５分)は締め括りのためにとっておくこと。協力

者へのお礼や連絡先の確甥､次のステップの説明などの事務的作業を行う。

コア･チームのほか､ペルソナに関わる人全貝が､データ収典活動に参加すること。

たとえば､行自が少なくとも21mIのフィールド調査の視察に参加するとよい。そうすれば、

全貝がデータの収集を体験できる｡ユーザーとの交流経験は､ペルソナの開発プロセス

が始まってからも催い間チーム･メンバーの活動に役立つ。

耶前に各視察肴の役削を明確にしておくことも大切だ。１人が視察をﾘｰドし､協力

者との連絡役になると調査が順綱に進む｡２人目はメモをとる｡３人目は協力者とマネ

ジャーから許可が得られた場合､写典やスクリーン･ｼｮｯﾄなどを集める。

視察中は手順脊を手放きないようにし､うっかり脇道にそれて爪要な項目を忘れないよ

うにする。たとえ視察中に予想外のことが起きても必要な悩報を持ち州れるように､手Ⅲ（

には必ず優先順位をつけておく。
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●視察の実施

本書で述べるテクニックは､主として受身で体系化きれていない観察的なものから、

体系化されている対禰型や参加型のものまでを含む。

定性澗森は､実際に相手に会って､ユーザーの利用環境である職場や家などで行う

こともできるし､電話やｲﾝﾀー ﾈｯﾄを介してもできる｡また､個人に実施してもグループ

で実施してもかまわない。一般的な定性調査には､現地視察、１対1のインタビュー､世

紬鯛査､フォーカス･グループなどがある｡ここでは現地視察について説明しているが、

これは1対1のインタビューやフォーカス･グループにも適川できる。

イメージ･コラージュ､アイデア･マップなどの図解による分析は､協力者の個人的な

価値やゴール､不安に思っていること､意欲などの感冊を伴う情報を明らかにするため

に役に立つ。このようなデータは､ペルソナに現実味を術ぴさせ､共感を枠られる股計

にするために利用する。

また､リアリテイ･マッピングはインタビューのﾃｸﾆｯｸの1つで､双方向性が商く、非

常に明解だという特徴がある。

●データを伝えるための広報ツールを作る

初めての視察が終わったら､残りの視察を実施している期間であっても､収典した

データを整理していく。このためには、１つの視察が終わったら､ペルソナ･チーム全体

と場合によっては数人の関係肴を含めて結果報告会を実施する｡３０～60分程度で、

視察チームが主な実態や逸紺などを報告する会にする｡最も砿要な調従結果は､よく

見えるように台に乗せた用紙のようなものに書き､出席将と知織を共有できるようにする。

視察のようなデータ収巣活動から得た結果を加工したものは､ペルソナ･チーム以外

の人も見られる場所に置く｡特定の会議室､デザイン･ルームや共有のスペース､あるい

は視察データ本部といった作業スペースを用意しておくとよい｡このようなスペースを確

保できなければ､ポスター板のような巡倣､展示しやすいものを作る｡このほか､各視察

からの怖報を規則的に収集､按理できるよう分析結果もまとめる。

コア･チーム内でのコミュニケーションの道具として、「実在の人」のポスターを作った

り､砿にかけたりするのもよいだろう｡これによって視察で得た知識が共有できる｡たと

えば､興味を起こさせるような写真のコピーを､ポスターなどのほかの澗在結果を加工し

たものとともに壁面に掲示する｡そして、「実在の人」の生活の要となる特徴を入れ､佃
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人的な興味と趣味をも含めて短いシナリオを灘き上げる｡視察後に協力者ごとのリアリ

ティ･マップを作成してもよいだろう。

この時点では、「実在の人」の資料を社内で共打する必要はないので､「実椛の人」

の姿を人通りの多い珊所や共用の場所､たとえば廊下､ロビーやラウンジなどには掲示

しない｡これをペルソナ･チーム以外の人々に見せたら､ペルソナ･プロジェクトに混乱

を招くことになるからである｡ペルソナ･プロジェクトのゴールは､これから作るペルソナに

人々の興味を向けることであり､収梨したデータに関心を集めることではない。

これに対し､現地視察からの怖報は１１１１述のとおり､ペルソナ･チーム以外の人でも行

きやすい場所に集める｡この情報やその展示物は､ペルソナのフェーズ２：「受胎と妊

娠｣期に役立つものだからだ。

●データを分析する

すべての現地視察がほぼ完了した時点で､データを分析して､協力者に共通して見

られた特徴を探し出す｡データの「分析」と「加工」を区別することに留意しよう。

「分析」は､鯛在から意味のある回答を得るために､生のデータから行うことである(,た

とえば､一連の観察から課題を引き出すこと､インタビューにおける協力肴の回符をまと

めること､頻度を数えること､平均を計算することなど。

「加工」は、「分析｣の結果をもとにして行うものであり、「受胎と妊娠｣期に行う。

コンテクスト･デザイン手法として､バイヤーとﾎﾙﾂブﾗｯﾄは著書の中で､製品のﾀｰ

ｹｯﾄ･ユーザーに側する梢報を収集し､班解するためのすばらしい方法を提示している

[BeyrerandHoltzblatt,l998a]。さらにホルツブラット他は近著ﾉf泳汲α"〃'･ｿ”／

α9浬底"･到錘J僻”‘Z”ゼロ”』f2ジフZz戒"《7"〃”雄ｿ急α"J忽′'ｇ〃"I錨嘘”（｢迅速

なコンテクスチャル･デザイン:ユーザー中心デザインのキー･ﾃｸﾆｯｸの使剛ガイド(未

訳)｣[Holtzblatt他2004])において､コンテクスト･デザインを製品側発プロセスに統

合する多くの実独的なアドバイスを提供している。

ユーザーのﾀｽｸと行動を捉えるために著将らが使用しているモデルを､次に紹介す

る｡この中からいくつか､モデルを作るとよいだろう。

●フローモデル:役割と職務を捉える。

●シーケンスモデル:作業を捉える。
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●カルチャーモデル:価値を捉える。

●親和図法:問題を捉える。

コンテクスト･データとは未加工の資料で､マーケットを作り上げている典型的なユー

ザーの特徴を反映したペルソナに必要な背景や状況、関係についてのデータである。

市場を特歓づけるデータを収集すれば､製品のﾀｰｹｯﾄとなる人々と彼らの抱える問題

をペルソナの中により正確に反映できるようになる。

現地視察データをそのまま各視察レポートに含めて､ペルソナの1M発時に使えるよう

にしてもかまわない｡この時点で､フィールド調壷の結果を分析することは､他のデータ・

ソースの影響を受けずにフィールド･データの中のテーマを発見できるという点で価値が

ある｡また､それ以降のインタビューで聞きたい質問を見つけられるかもしれない｡しか

し､個別に分析を行うと時川がかかるという欠点もある｡データの分析はいつ実施して

も結果は同じなので､スケジュールや人的リソースの有無によって､いつ行うかを決めて

もよい。

◎５－８二次データ･ソースを収集する

ユーザー調査の結果を見つけられず､直接､調査を実施することができない場合で

も､ペルソナを作るために必要なデータを収集する方法はある。

たとえば､自社の徹業チーム､製品チーム､Ｍｎ群サポート･チームは､ユーザーの逸

話や事例など､コア･チームに提供できるユーザー怖報を持っている｡また､ユーザーと

頻繁にｺﾝﾀｸﾄを持つ人ならばチームの誰でも愉報源になれる｡公式にはそのような情

報を文書にまとめたりしないので､このようなデータを収集するには､社内でインタビュー

しなければならない。

具体的には､社内の次のような人々 にインタビューするとよい。

７４

●顧客サービスと製品サポートのスペシャリスト

●セールス･サポートとセールス･エンジニア

●アカウント･マネジャー

●ドキュメント･スペシャリスト



●トレーニング･スペシャリスト

この怖報源は､製品を利用する実際のユーザーからいくらか雌離がある｡このような

人々から収集した愉報には､第三者の持つ先入観や間定観念が入っている可能性が

あることにも留意する。

●二次データ･ソースとして、仮脱を収集する

自社内に､製IfIのユーザーや将来のユーザーと直接コンタクトを持っている人がいな

いため､二次データを入手できない場合もあるだろう。このようなときには「データ」の定

義を少しばかり絞め､ターゲット･ユーザーに関する仮説､つまり、「経験に基づいた推

測」をペルソナ･プロジェクトの情報源として取り入れるようにする。

仮説は､データとしては股も影郷力が少なく､使川にあたっては注意を嬰するが､どこ

にでも存在し､手軽に使えるというﾒﾘｯﾄがある｡組織の誰もが､次期製品のﾀー ｹｯﾄ・

ユーザーについての仮説を持っているはずだ。

組織内にすでに存在する仮説の実力を幌<見てはいけない｡おそらく､非常に強力

で､組織の骨組みに織り込まれているように見える仮説もあるに通いない｡仮説は､デー

タと同様に収集、評価できる。仮説をもとにしたベルソナを通して､暗黙の仮説や隠れ

た仮説をはっきりと目に見えるものにできる。

◎５．９簡易ベルソナとは簡易ペルソナのメリット

簡易ペルソナとは､ユーザー集団についての自社内に存在する誕識を知るためにコ

ア･チームが作成するペルソナのことである。簡易ペルソナは､データの分析結果に蝶

づいて作成するペルソナの前段階にもなるし､ベルソナを作るトレーニングにもなる。

ターゲットとするユーザーのデータを収典する､１．１１１１iがあるか稀かにかかわらず､簡揚

ペルソナは作ったほうがよい｡たとえ独自のユーザー調査を行うことができなくても､簡易

ペルソナを使うことでプロセスと製品におけるペルソナのﾒﾘｯﾄは、-1-分得られるからだ。

ユーザーからデータを収集することを計画しているのであれば､股初に簡易ペルソナ

を作ることで､次のようなことが可能になる。
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●主要関係者がペルソナ･プロジェクトの必要性を理解する助けとなる。

●製品関連のコミュニケーションを円滑にする。

●ユーザーが誰であるかについての現在の印魚を明確にし､フィールド姻査のﾀｰ

ケｯﾄを定める助けとなる。

●実際のペルソナの作成が必要になる前に､ペルソナのフェーズ２：「受胎と妊

娠｣期の手法を練習できる。

●簡易ペルソナは仮脱の存在を明らかにする

マーケティングから設制｡､開発までチームの誰もが､ユーザーに関して仮説を持ってお

り､この仮説が製品の股計に影響を及ぼしている｡このような仮説は､信頼できるデー

タをもとにしていることもあれば､先入観をもとにしていることもある。

仮説を白日の下に引き出して､検討し､評価し､明確にすれば､仮説そのものや仮説

が製品に及ぼす影騨をコントロールできる｡少なくとも､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄはターケッ

ト･ユーザーについて企業が持っている仮説をすべて明らかにしてくれる。

仮説は､データを取り込み､組み合わせ､解釈した後に生成きれるものだ｡ほとんど

の珊合､仮説は解釈の間違いや不完全な記憶､オリジナル･データの不適切な組み合

わせの影響を受けている｡その一方で､仮税には､ユーザーの姿や企業がデータを解

釈し､理解した結果が反映されてもいる｡競合や市場動向､技術革新を踏まえた企業

の職略の中には､関係者の頭の中にだけ存在する仮説をペースにしているものもあるだ

ろう。

このような仮鋭を明らかにすることにより､何が製品の彼叶や|卿発に影轡を与えてい

るかがわかる。

●簡易ペルソナによりベルソナの価値を理解する

而易ペルソナは､データをもとにしたペルソナに比べてはるかに簡単に作れる｡コア・

チームは､短期間のうちに多くの組織内の仮鋭を収集､分析､分類し､簡易ペルソナの

概略が作れるだろう｡ペルソナの概略にはよく知られた怖報が含まれており､これを見れ

ば､誰もが､ペルソナが製品に直接関わることや､設計／開発プロセスにおけるペルソ

ナの価仙を理解できる。簡易ペルソナの作成は､コア･チームにとっては､ペルソナ作成

の練習にもなる。

7６



本書では､簡易ペルソナを作成するための手順を細かく説明するが､このように厳密

にしなくても､その｣鮒に応じて簡易ペルソナを作ることもできる。その場に応じた簡易ペル

ソナは、ミーティングの側賦で参加将に製1冊のユーザーを描聯してもらい､その仮脱に

名前をつけるだけでできあがる｡このようなペルソナは､ミーティングでのコミュニケーショ

ンをよくしたり､凝題に集中するためのツールとして利用できる。

簡易ペルソナは､チームや組織内に汎なる仮説が存在していることをマネジャーに気

づかせる。'11時に､ターケット･ユーザーについての共通定義を作成し､伝連する必要

があることもマネジャーに知らせる｡どのような仮説があるかをはっきりさせることは､すべ

ての仮説を一致させる第一歩となる。

仮説をぴったり合わせるのは､並大抵のことではない。コミュニケーションの把握が

不正確だったり､仮脱が一致していなかったりすることは､製茄に莫大な被害を与える

原因となる｡実際のところ､このような要因を放悩しておくことは､想像と仮鋭をもとにして

｢間違った」ペルソナを作ることよりもﾘｽｸが高い｡自分たちの仮説が収集､整理され

てペルソナとして表現されるのを見た人は､仮説について論理的に話し合いやすくなっ

た､変化を受け入れやすくなった､データ収典にもっと時側をかけたいという意見に賛成

しやすくなった､と感じるだろう。

●簡易ペルソナはデータの収集を促進する

簡易ペルソナは､チームのメンバーが実際のユーザー鯛査に興味を持つきっかけに

なることもある｡前場ペルソナのおかげで仮脱が表に出てくるようになり､ユーザーにつ

いての知識のギャップがあらわになる。このため､簡易ペルソナを使った組織ほど､より

綿密なUCD手法を使いたがる傾向がある。

●簡易ベルソナのリスクは少ない

簡易ペルソナは､データではなく仮脱をもとに作られている｡これをはっきりさせておけ

ば､簡易ペルソナをコミュニケーションに使ってもリスクは少ない｡ただし､社内で神聖視

されたり、タブー視されている仮説が存在する場合は､簡易ペルソナの作成がよい結果

をもたらすとは限らない。簡易ペルソナのリスクが発生するのは、仮説がもとになってい

ることを忘れたり､無視したりして､データをもとにしているかのように扱ったときである。

スケジュールや予算が厳しい場合､またはその他の理由により､データをもとにしたぺ

ﾌｪｰス1：｢蟻傭と断面」新制品開発のジﾚﾝﾏ７７



ルソナがニーズに合わない場合には､簡坊ペルソナを､設計／開発プロセスのツールと

して使ってもかまわない｡これは､正式なペルソナを作成する時間や予算がないときでも

ペルソナのﾒﾘｯﾄを享受できる1つの方法である。

前易ペルソナは､組織のメンバーが想像しているユーザー像を統一する働きを持つ

ので､最終的にデータをもとにしたペルソナに移行しなかったとしても､ペルソナのﾒﾘｯﾄ

は得られる。しかし､簡易ペルソナは､本来はコミュニケーションを円滑にするために使う

ものであることも蝿えておいたほうがよい。

●簡易ペルゾナが適さない場合とは

組織内にずっと昔から「神聖で侵すべからざる」仮説が存在しており､その仮説を

搬題にできない場合には､特別の注意が必要だ｡仮説を調査することによって､表ざた

にしたくない|Ⅲ述った決定、会社の政治的な仮挽などを鵬いてしまう危険があるからだ｡

そのような疑いがあったり、そういった事柄を発兄してしまったら、一次データ･ソースの

みを使ってペルソナを作成する。

簡易ペルソナは､州報の存在を明らかにし､コミュニケーションや仮脱を綱終するのに

は適しているが､商度に政論的な仮税に汎搬を申し立てるためのツールではない｡その

ような仮説に異強を唱えたければ､簡易ペルソナではなくデータを使ったペルソナを作る

必要がある。

◎５．１０仮説を収集し、簡易ペルソナを作成する

簡易ペルソナの作り〃は､データをもとにしたペルソナと同じだが､プロセスはそれほ

ど厳密ではない。短時間でしかも少人数で､本当にインパクトのある簡易ペルソナを作

成するには､影騨力のある主要関係肴や製1V,チームのメンバーが持つ仮説を取り出し

収巣するとよい｡これができなければ､プロダクト･チームのいろいろな聯''１１職の人から

仮説を収集する。

主要関係者の仮説を収集したら､そこから簡易ペルソナを作成する。仮説を提供し

た人はペルソナの作成に参加しなくてもかまわない。

１１要IMI係将から独立して、易ペルソナを作成する場合､コア･チームは染めた仮挽を

｢ファクトイド･データ(フェーズ2参照)」として扱い､フェーズ2で説明している方法で簡
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易ペルソナを作成する｡簡易ペルソナを作成したら､それを使用し始める前に主要関係

者も含めてﾚピｭｰする。

◎５－１１簡易ベルソナ作成にどれくらい時間をかけるか

組織が小さければ､おそらくl～21,1の短時側のプレーンストーミングで､既存の仮説

を集められるだろう。大きな組織では、関係肴余１１とのインタビューや職略にＩＭＩする文

紳を醜み返したI）するのに時川がかかる。しかし､たとえ時間がかかったとしても､この

作業によって､それぞれの人が持つ仮説の違いを発兇できる可能性がある。仮説の相

違は開発サイクルと最終製品に悪影響を与えるので､ここで仮説の収集に時間をかけ

る価値はある。

●段階１：既存の仮説の発見と収集

最初の段階は､組織内にすでに存在しているターゲット･ユーザーの仕耶や環境など

についての仮説を収集することである。１何のミーティングで仮説を集め､簡揚ペルソナ

を作成することもできなくはないが､収集は１つのステップとして扱ったほうがよい｡称に

影響力のある人の数が多い場合には､仮説の収典とペルソナの作成を分ける｡仮説を

収集する方法はいくつかあるので､必要に応じて組み合わせて使用する。

代表的な収集方法は､次のとおりだ。

①関係者やリーダーと話し合う

関係将やリーダーと話し合うのは､エンド･ユーザーに関する仮説を収集する最も効

果的な方法である。関係者に製州のターケットとなるエンド･ユーザーについて､できる

だけ沸細に災現してもらう。

もし「私の雌がこれを使えたらいいと思う」という回答を得たら､もっとその詳細を聞く。

｢私の母」と考えたときに､その人が何を考えていたのかを正確に捉えるようにする｡た

とえば､「50歳以上､初めてPCを聯入したところ」などのように、「私の母」の特徴を挙

げてもらうのもよい。

関係肴とは1対1で会ってもよいし、グループで会ってもよい。グループで会う珊合には、

討論となることを覚悟したほうがよい。ミーティングのゴールは意見の一致ではなく、すべ

フェーズ１：「準働と珊画」新創品間発のジレンマ ７９



ての仮説を机上に引き出すことであることを全員に告げておく。討論に終始しないように

気をつけて､全員で仮説の一覧を作るようにﾘｰドする。

②2時間の個別ブレーンストーミング･セッションをスケジュールする

llU係者とリーダーの仮説を明らかにするのは皿要なことだが､それ以外の大勢の人

からの聞き取りも大切だ｡プロダクト･チームのいろいろなメンバーはエンド･ユーザーに

対してどのような仮説を持っているか､ブﾛグｸﾄ･マネジャーの仮説はどうなっているかな

ど､腰を据えて全貝に質問する。

各人が持っている仮鋭をユーザー･タイプに分けて､タイプごとに1枚の紙に啓いても

らう｡この人たちは､多くのﾀｰｹｯﾄ･ユーザー像を持っているに違いない｡すべての仮

説が書き出されたら､仮説の類似性を見つけて､仮説をグループ化する。

③質問表をEﾒｰﾙで送る

ｉｆ〔接ミーティングを行う代わりに､組織のメンバーにﾀー グｯﾄ･ユーザーに関する仮脱

を述べてもらうための質問表をEメールで送る方法もある。

製品を使っている､あるいはこれから使う人々 について､組織のメンバーがどのように

心に描いているのかをできるだけ瀞しく描写してもらえるようにする｡より詳細な仮説を人

手できるように､質1111表をフォローアップする雌傭をする必要もある｡また､Ｅメールは無

視されやすいので､多くの回答を得られないかもしれないことにも葡意しておく。

質問表に入れるべき質問としては､次のようなものがある。

８０

●あなたは、製品の典型的ユーザー1人か2人について説明できるか。

●製品を使っている人々 のﾀｲブに最もよく似た知り合いの名前を挙げ､その人に

ついて説明することができるか。

●１日のうち､ユーザーが製品を使用するのはいつか。

●ユーザーが製品を使う場所はどこか。

●ユーザーは製品が好きだから使うのか､使わなければならないから使うのか。

●新製品ではこれまでと違うタイプのユーザーを狙っているか。それは誰か。

●この製品を使う以外に､ユーザーは何をするのが好きか。

●製品にお金を払う人は､毎日製品を使う人と同じか。


