
④既存の製品の桶想､戦略､股計ドｷｭﾒﾝﾄを評価する

なんらかの珊由によりコア･チームのメンバーから仮説を収集できない場合には､企画

{111:の中を探すのもよい方法だ。企両替は、ターケット･ユーザーにIMIする仮鋭の宝服だ。

会社のビジネス･プラン､製砧職略の文普､既存のバージョンの製品の設計と櫛想の文

啓､マーケティング職略の文書などを探す。

会社が下した職略的決定を記録した文書は､何であれ探す｡このような決定は､明

示的にもlIIY示的にも製品のﾀｰｹｯﾄ･ユーザーに依存していることが多いからだ｡ユー

ザーまたはⅦ群に司及している部分を脊き出し､どのように述べているか､彼らの特徴を

暗示していないかを調べる｡ただし､この分析をほかの人にも見せる場合には､文書の

原作肴の感怖を害さぬよう配噸する。

●段階２:簡易ベルソナの作成

仮説を集めたら､コア･チームはこれまで学んだことを踏まえて直接ペルソナを描写し

てもよい｡また､仮説を「ﾌｧｸﾄｲド｣として扱って､データから親和図法を応用してペル

ソナを作成してもよい。

後肴については、フェーズ2で脱明している全6ステップのプロセスを踏む｡ペルソナ

を仮税から直接作成する場合は､フェーズ2のステップ４，５，６に従ってペルソナの評

価をし､質を高め､鹸適のものにする。

◎５．１２データ･ソースを追跡･管理しながらデータ収集する

データを一次データ･ソース(内部､外部の両方)と二次データ･ソースから収集する

際には､すべてのデータ･ソースのマスターﾘｽﾄと各ソースの簡単な説明もつける。

少なくとも､各ソースに関する次の項目は記録しておく。

●データ･ソースの名前

●データが収集、分析された日付

●どこでソースを見つけたか

●ソースに含まれるデータのタイプ

定性データ、定過データ、またはその両方か。データのタイプは、人口統計学

ﾌｪｰス1：『準個と計画」蛎蟹品開発のジﾚﾝﾏ８１



図1.2データ収集シート

G4Ｋトピックごとのデータ収集シートｓＧ４Ｋチームは、このシートをペルソナに閥する質問に答える

ためのデータを染められたかどうかを知るために使用した。チェックマークは､そのソースの集団で

データが発見されたことを示す

窪産とコンピュータ
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的､心理学的、行動学的またはその他か

大きなデータセットの符理に役立つような､もっと下の込んだ追跡システムにしたけれ

ば､表叶算ソフトを利用して「ﾄｯｸごとのデータ収巣」シートを作るとよい。

●トピックごとのデータ収集シートを作成する

表計煉ソフトを使ってﾄビｯｸごとのデータ収巣シートを作成するには､峨初にペルソナ

を作成するために必要な怖報のﾘｽﾄを作る｡リストづくりに時lHlをかける必喫はなく、ま

た､完全なものでなくてよい｡データ･ソースの名前を列見出しに人力し､収典しようとす

るデータに関するそれぞれの質問を行見出しに入力する。

弁賀Ⅲlの回答となるデータ･ソースを見つけたら、シート内の対Lijする列にチェック

マークを入れる。トピックごとのデータ収巣シートを充爽させたければ､各データの要求

に合ったデータ･ソースの名前とその数､データ･ソースを見つけるために使ったキーワー

ドも記紋するとよい。

図1.2はﾄビｯｸごとのデータ収集シートの例である。なおG4Kは､ケームから教育まで

の各翻の子供Iijlけソフトウェアを持つ仮想ブランドである｡本１１ドでは､G4Kで｢一般Iiり

けのウェプサイトを子供向けｳｪプｻｲﾄにリニューアルする」ブﾛヅｪｸﾄが巡行中である

と仮定し､随所でこの例を用いたペルソナの説明をしている。

収災したデータをシートに並べてみると､どんなデータが欠如しているかが一｢I瞭然

である。また、どのデータ･ソースが､どんなタイプの質l川の1,1符に役立つかもわかり、

データのギャップを埋めるデータ収集を計測する参考になる｡したがって､リストの作成

はデータ収集活動の早期に始めるべきである。

●データ･ソースのインデックスを作成する

発見したデータ･ソースは、後から参照しやすいように鞍FMする｡これはフェーズ２：

｢受胎と妊娠」期の活動の準備となる｡テーマごとのデータ収集シートは､特定の綱企

の進捗状況を追跡するためにも役に立つ。しかし､データ文脊そのものを追跡するには、

次のようにしてデータ･ソースのインデックスも作成しておいたほうがよいだろう。

各データ･ソースは､固ｲiの瀞号を握って略FMする｡たとえば､コンピュータにファイル

として保存されているデータ･ソースには｢O1-g4k-markeLsegmCntation､doc」のよ

フェーズ1：｢準個と８１画｣斬闇品開発のジﾚﾝﾏ ８３



園'1.3データ･ソースのインデックス

ペルソナのフェーズｌ：「準備と計画」期では､コア･チームの細成､組織の分析､ア

クション･プランの作成､データの収集､および簡劫ペルソナの作成を行う｡過去に何11'１

もペルソナをⅢ発したことがあったとしても､新たにペルソナを作るときには､必ずフェー

ズｌ：「雌ｲﾘⅢと,I|側」が必奨である。

８４

[フェーズ１のまとめＩ

うに、文書のタイトルの先頭に符号をつける、ハードコピーのデータ･ソースには、薪号を

i1膳込むデータ･ソースのすべてのﾘｽﾄをfII:き出し､それにﾘﾝｸを般定したインデック

スページを作成する。

図１．３にインデックスの例を水す。

データ･ソースのインデックスを作成する。この例では、データのカテゴリー、一次データ･ソース

へのリンク､データの作成日と作者､ソース番号､ペルソナの作成にそのソースが使用されたか

が含まれている。簸終棚は､ペルソナの「受胎と妊娠」川にどのデータ･ソースがペルソナの州
報源として使用されたかを追跡するために使用する
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フェーズl：「準側と計画」期は､組織とブﾛヅｪｸﾄについて重要な考察と分析を行

う期間である｡ペルソナ．プロジェクトへの投資レベルを決定するためには､利用できるリ

ソースや組織の要求を注愈深く綱企しなければならない｡投資レベルにかかわらず､ペ

ルソナを作成し､そのライフサイクルを通してペルソナを維持するようプランニングする。

フェーズ１：「準備と前面」期にペルソナの維持プランを立てることにより､コア.チームの

榊築､ペルソナ・プロジェクトのゴール､ペルソナを殿も有効に活用できるプロセスなどに

閲して適切な遡択ができる。

コア・チームが決まったら、データ．ソースを探してデータの収集を姑める。データとペ

ルソナの関係は､ＵCDの哩門家が常に関心を持っているテーマである｡最も効果的な

ペルソナの作成方法は､愉報fitが豊揃でバラエティに樹んだ－次データ.ソースをもと

にすることである｡仮説を含む二次データ･ソースも､ベルソナのライフサイクルにとって

は意味があるが､一次データがあるからこそペルソナが股訓･に有効かつ適切なターゲッ

トになりうるし、プロダクトチームのメンバーの川でペルソナ･プロジェクトに対する信顔

を得られる。

ペルソナはデータに基づいているものでなければならない。ペルソナがデータに基づ

いていないと思われただけで､ペルソナの価額性や爽川性を拙なうことになりかねない。

内部データや外部データは､秘たちのまわりに術に存在する｡このようなデータを収集す

る｡既存のデータを集めたら､データの調査を行い､その調査結果に従って､データの

ギャップを埋めてくれる追加データを集める。ベルソナは､定性データと定赴データの両

方を使って柵築したほうがよい｡観察的なフィールド鯛壷では定性データが収巣できる。

これは、ターゲットユーザーに側するその他のデータとNi報を強化するのに役立つ。

データを入手できるか否かにかかわらず､岐初は簡易ペルソナを作成することを推奨

する。簡易ペルソナは､企業文化の一部となっている仮説を見つけ､分析するのに役

に立つo簡易ペルソナを作成することで､少なくとも企業内に存在する仮説に光をあてる

ことができるし、知られている仮脱よりも憾れた仮説のほうが危険だということにも気づく。

データをもとにしたペルソナが作成できない場合には､簡易ペルソナを製品設計の

ターゲットとして使用することもできる。怖易ペルソナを製品設計のターケットとして使用

する場合はフェーズ2が参考になる｡フェーズ2で述べている提案の多くは､データをもと

にするペルソナだけでなく簡易ペルソナにも有効だからだ。

データを収集し終わったら､そのデータを分析して､ペルソナを開発する作業に進む

フェーズ1：｢単僧と計画』新製品開発のジﾚﾝﾏ８５



ことになる｡ペルソナのフェーズ2:｢受胎と妊娠｣期に進む準備ができたわけだ｡フェー

ズ2では､収集したデータの澱､ペルソナにかけられる時間にかかわらず､誰もが質の

高いペルソナを開発できる方法を紺介する。

８６



フェーズ２

顧客の「骨格」を理解する
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あなたの組織では何が起こっているか？

ペルソナ･ライフサイクルのフェーズ２：「受胎と妊娠」期である。

フェーズ２：「受胎と妊娠」期のプロセスを側始する股もよいタイミングは､前製品の

市場投入が完了し､ブﾛグｸﾄ･チームが新製品開発を始める時期である｡この時期は、

製品の方針はまだ固まっていないので､櫛想に矛盾があったり､情報が錯綜していたり、

プロダクト･チーム全体がどことなく不安を嘘じているかもしれない｡製品職略の柵想が

まとまりきっていないため､スタートそのものを縦ることがあるかもしれない。

製品計画の初期段階といえるこの時期､肢も皿要なのは､これまでに収集したユー

ザーや顧客､さまざまなマーケットに関するデータである。

製品開発の段階では､各メンバーは次のようなことを行う。

●事業部長は､新製品の全体的な方針と槻想をチーム全体に伝える。市場動向、

新しいテクノロジー、競合の状況にも興味がある○新製品開発というボールを、

とにかく転がし始めるようにする。

●プロダクト・マネジャーとプロジェクト･マネジャーは、前回の開発プロセスで採用

しなかった機能のﾘｽﾄを見直し、現在の製品についてのユーザーの意見を鯛査

し､新製品に組み入れる機能を探す。

．開発チームは､バグの修正や機能の修正､サポート･エンジニアのトレーニングな

ど､前のリリースのサポートに追われる。そのため、このような過去の仕事を早く

終わらせたいと考え､メンバーの－部は新しいテクノロジーを調査し､ぺｯﾄプロ

ジェクト(長年温めてきた企画)に勤しむ。

●品質保証(QA)チームは、開発チームと同様に前のリリースのサポートを行う。

●ユーザビリティ・スペシャリスト、テクニカル・ライター、情報デザイナー､インタラ

クション.デザイナーなどは､プロダクト・マネジャーやプロジェクトマネジャーとと

もに､機能や新しいアイデアについての打ち合わせを開始する。

・マーケティング.チームは､前のリリースのマーケティングに専念する。

こうした時期が､ベルソナ･プロジェクトのフェーズ２：「受胎と妊娘」を開始するには

鹸もよいタイミングなのである。

8８



'１ ペルソナ作成のフェーズ

◎1-1「受胎と妊娠」期の問題点

ペルソナ･ライフサイクルにおけるフェーズ２:「受胎と妊娠」期とは､データをもとに

してペルソナを作成するフェーズである｡このペルソナが製品のiil･画や彼計／間発の

ﾀー グｯﾄとなる。

フェーズ2:｢受胎と妊娠｣期には､「何体のペルソナを作成するか｣｢ペルソナの優

先順位をどのようにつけるか｣などの問題が浮かび上がってくる｡また､収集したデータ

や仮説に優先順位をつけ､収拾選択し､グループ化し､ユーザーに関する1W報の鞍珊

も行う。

コア･チームは整理した情報を箇条書きにして､ペルソナの骨格である「スケルトン」

を作成する(スケルトンについては､あとで詳しく述べる)。そして､製品の主要関係者が

ビジﾈｽのゴールに応じて､スケルトンに優先順位をつける。

ここでいう主要関係者とは､製品の方針を決定する人､製品の生殺与奪椎を持つ人、

製品の成否いかんによって直接利害をこうむる人､プロダクト･マネジャー､シニア･クラ

スのプロダクト･チーム･マネジャーなどである。

そして､優先順位づけされたスケルトンからペルソナを作成し､次のフェーズ３:｢誕生

と成是」期で社内に公開できるように準側する。

◎１－２「受胎と妊娠」の6つのステップ

ペルソナの作成は迎続的な作業である｡フェーズ２:｢受胎と妊娠」期では､まずデー

タをクラスター化し､分析してテーマを見つけ州す(図2.2参照)。そして､このテーマか

らペルソナの骨格となるスケルトンを作成。

続いて､娘も敢要なターケットに正しく焦点が当たるようにスケルトンを間引き､優先順

位をつける。

こうしてできたスケルトンに､性格やブﾛｯﾄなどの詳細な怖報を追加してペルソナに作

ﾌｪｰス2:隈壁妊鯉」皿客の｢骨格｣を理解する８９



り上げる。

ペルソナのフェーズ２:｢受胎と妊娠｣期の6つのステップには､図2.1と図2.2に示す活

動が含まれる。

●受胎期：ステップ1～３

ステップ１：ユーザーのカテゴリーを賭し合う。

ここでは､製品の主嬰なユーザー･カテゴリーを見極める｡特に自社のビジネスと製品

分野において砿饗なユーザー･カテゴリーを見極めることが肝心だ｡ユーザー･カテゴ

リーをこの時Ⅲに磯別することは､それが単に仮説に基づいたものだとしても､データ処

理を柵造化するのに役立つ｡また､その時点でのユーザーに関する考え方と､データ

主導のペルソナ作成プロセスとの橋渡しにもなる。

ステップ２：データを処理する。

未加工のデータからユーザーと製品分野に関連する情報を引き出し、ペルソナの

テーマとの関係を確泌する｡これは「データの統合」の作業と連携して行うとよい。

ステップ３：スケルトンを検歴し、作成する。

ステップ2で処別されたデータの評価およびユーザー･カテゴリーの検柾を行い､ユー

ザーのサプカテゴリーを特定してスケルトンを作成する｡スケルトンとは､各サブカテゴ

リーのデータの特徴を簡単に箇条書きして列挙したものである。

●妊娠期：ステップ4～６

ステップ４:スケルトンを評価し、優先順位をつける。

１組のスケルトンを作成したら､主要関係者にフィードバックを求める。スケルトンの砿

要性を､ビジネスおよび製品戦略に従って評価するわけだ｡この結果をもとにスケルトン

に優先順位をつけ､ペルソナに展開する優先順位の高いスケルトンのサプセットを選ぶ。

ステップ５：スケルトンをペルソナに展開する。

選択したスケルトンに対し､個性と環境を決めるデータやそれを特徴づける詳細な事

柄､物語的要紫を加えてペルソナを作成する。

ステップ６:ベルソナの正当性を確鹿する。

昨細愉級を加えたペルソナが､データを反映しているかどうかを確認する。
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フヱーズ２．｢鳴踏と妊蟹Ｉ皿審の『骨嘘Ｉを”鮒する９１

図2.1フェーズ２：「受胎と妊娠」の６つのステップ

この図はフェーズ２：「受胎と妊娠」期のプロセスのうち､ステップ2からステップ5の活動を示して

いる‘,フェーズ２：「受胎と妊娠」期は､未加工のデータ･ソースから始まる。これは､データ分析

してファクトイドに分けられ､ユーザー・カテゴリーに関する｢情報」として整理される。このユー

ザー･カテゴリーをもとに､1W価や優先順位づけをするための簡単な「スケルトン」を作り出す。そ
の後、スケルトンに対する岬価や優先順位づけを実施して、ターゲット･ユーザーを鮮細に描写す

るペルソナに展開する
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２ 作成時間と必要なペルソナ数

◎２１「受胎と妊娠」にどの程度の時間を賀やすか

フェーズ２:｢受胎と妊姫」期に費やす時Ⅲjは､製品ブﾛヅｪｸﾄのスケジュール､デー

タ凪､ペルソナ・プロジェクトのゴールによって左右される。

１日足らずで簡易ペルソナを作成してもよいし､大量のデータを完全に分析し､すべて

の詳細情報がデータ･ソースとﾘﾝｸしたペルソナを何カ月もかけて作ることもできる。しか

し､この両極の手法のIIllIIIで妥協するのが現実的だろう。

ペルソナ作成にかける時Ⅲlを決定したり､その時間設定が適切かどうかを評価する

指針となるのは､ペルソナが使用される期間の長さである。

たとえば､マイクロソフトが製品プロジェクトのために作成したペルソナの中には､５年

以上使用されているものもある。また、ペルソナによっては､複数の製品バージョンやリ

リースで使えることもある。このようにペルソナが長期間使われる｣M#合は､ペルソナ.プロ

ジェクトを長期投脅と考え､それなりの時INlをかけて綿密にペルソナを作っていくべきで

ある。

一方､毎月更新されるウェブサイトのように､製品のライフサイクルが短いこともある。

このようなケースでは､ペルソナ作成に何カ月もかけることは不ⅡI能だ｡また、製品のラ

イフサイクルは長いもののすでに製１１ＭM発が進行中で､遅れを取り戻すために､非常に

短期間でペルソナを作成しなければならないこともある｡このような状況では､フェーズ２：

｢受胎と妊娠｣期の各ステップに削り当てる時間を短縮することになる。

ペルソナ．プロジェクトは､ほかのUCDの活動あるいは製品開発とのトレードオフとなる。

ペルソナに費やす時Ⅲlと､ほかに予定されているUCD活動のための時,１１との川でバラ

ンスをとらなければならない｡時間を配分する際には､ペルソナのフェーズ2:「受胎と妊

娠」のフェーズが､ユーザー･データを完全に理解するのに役に立つものであり､これは、

どのUCD手法においても爪要であることも考慮すべきである。

ペルソナ作成のスケジュールは､設叶の完了予定日からさかのぼって立てる。このと

きに､データ分析期間には、コア.チームが頻繁に集まれるようにスケジューリングすると
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よい｡コア･チームが集まることで推進力が高まり､データから明らかになった示唆に対

応しやすくなるからだ｡そして､主要関係者とのペルソナ評価のミーティングをできるだけ

早期に開仙し､開発中のペルソナが的碓なものかを判断し､概数のペルソナの順位づ

けをしてもらう。

◎２２作成期間が1～2週間しかない場合にはどう取り組むか

効果的なペルソナを作成するために､必ずしも非常に沸細な記述が必嬰なわけでは

ない｡わずか数時間で手早く作成したペルソナが､非常に役に立つこともある。

ペルソナ作成の期間が1～2週間しかない場合には､次に紹介する方法が､参考に

なる。

●簡易ペルソナを作成する

簡易ペルソナとは､社内に存在する仮説をもとにして作成するペルソナのことである。

仮説の収集方法はフェーズlで説明している。また､収集した仮説のまとめ方はﾌェーズ

２:｢受胎と妊娠」期にデータを分析して統合する方法とi11じである。

簡易ペルソナのフェーズ2:｢受胎と妊娠｣のプロセスの概要は､次のようになる｡また、

各プロセスは､データをもとにしたペルソナの場合も同じである。

プロセス①(2～4時間)：仮説を統合する｡すでに収集してある仮説を統合するだけ

でなく、仮説を収集しながら統合してもかまわない。コア･チームと主要関係者とのミー

ティングで､重要なユーザーのカテゴリーとサプカテゴリーを識別する。

プロセス②(1～2時間):コア･チームとともに､ペルソナのｽｹﾙﾄﾝを作成する｡スケル

トンは､ユーザーのカテゴリーとサプカテゴリーごとに作る(図2.6はスケルトンの例)。

プロセス③(2～4時間)：主要関係肴に､仮説をもとに作成したスケルトンに対する評

価を求め､主要なスケルトンを発展させる｡ペルソナを実在の人間らしくするため､個人

としての特徴を含む具体的な詳細を追加する。

このようにして作成した簡易ペルソナは､データをもとにして作成したペルソナと同じよ

うに使うことができる｡なお､ペルソナを紹介したり使ったりする方法は次で説明する。

ﾌｪｰズ2:腰壁妊損」団客の｢骨格』を理解する９３



●データをもとにしたペルソナを迅速に作る

データを収集したあと､知時l川のうちにペルソナを作成し紹介しなければならないこと

もある｡このような場合でも､適切なスケルトンを作成するために､データを分析したり統

合したりする時川をできるだけとる｡ペルソナに群細を追加してプﾗｯｼｭアップするのは、

後回しでもかまわない。

データをもとにしたペルソナを急いで作成するプロセスは､次のようになる。

プロセス①(0.5～1時間)：コア･チームや製1M,の主要関係者とミーティングし､亜嬰な

ユーザーのカテゴリーを識別する。

プロセス②(2～4時間)：データを処理する。コア･チームはデータ･ソースをすべて読

み､重要なファクトイド(データ･ソースや仮説に蕪づいた､雌小のデータ蝋位)を見つけ

出し､ユーザーのカテゴリーごとのﾌｧｸﾄｲドを統合する。

プロセス③(2～4時間)：スケルトンを作成する｡この作業はコア･チームとミーティング

して行ったほうがよいが､１人で行ってもかまわない｡プロセス②で統合したデータを評

価し､ユーザーのカテゴリーとサプカテゴリーを確泌する｡この作業によって取り出された、

冬サプカテゴリーの主な特徴をもとにスケルトンを作成する。

プロセス④(2～4時間)：コア･チームおよび主要関係肴で､ペルソナのスケルトンに優

先順位をつける｡優先順位に従って､スケルトンに具体的な悩報を加えて擬人化する。

フェーズ2:｢受胎と妊娠」を短期川に終わらせなければならない場合でも､スケルトン

が統合したデータやカテゴリー分けを反映しているかどうかの確狸は必嬰である。

短時間でペルソナを作成するときには、主要関係肴による評価のプロセスに予想外

の時間をとられる可能性がある｡評価の作業を迅速に行うには､明確なゴールを指示し、

評価作梁の期限を主喪関係将に示しておく必要がある。

●数週間の間に、データを最大限に利用するには

データが大斌にあったり､ベルソナの作成作業に週2～3時間しか使えない場合は、

フェーズ２：「受胎と妊姫」のための時川を確保する方餓を考える。また､ベルソナの作

成に』M任昔が必嬰であることをマネジャーに納押させられないときには、爪嬰なデータ・

ソースをプロダクト･チームが理解するのにペルソナが役に立つことを視明し､ベルソナ
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に含まれる情報が有益であることを説明する必要もある。

なお､ペルソナ･プロジェクトの投資対効果を説得する方法については､フェーズ5で

述べている。

フェーズ２:｢受胎と妊娠｣期では､データを分析し柵造化するのに股も時川がかか

る。コア･チームと行う洩りのステップ､すなわちスケルトンの作成や順位づけ､スケルトン

をもとにしたペルソナの作成､ペルソナが正しいことの確泌などには､それほど時間をか

ける必要はない。

◎２３ペルソナは､何体作成すればよいのか

ペルソナの数として適当なのは､３～5体程度だろう。とはいえ､実際に作成すべきペ

ルソナ数は､数体のペルソナをプロダクト･チームとのコミュニケーションに利用していくう

ちにわかってくる｡必要なペルソナの数は､製砧プロジェクトのゴールやデータの内容に

よって異なる。

そこで､フェーズ２：「受胎と妊娠」期では､まず､次のような1ｾｯﾄのベルソナを作成

することにする。

●製品とビジネスに関係するペルソナ

●統合したデータまたは仮説をもとにしたペルソナ､あるいはデータと仮脱の両方を

もとにしたペルソナ

●魅力的かつ啓発的で組織を活気づけるペルソナ

フェーズ2:｢受胎と妊娠｣期に作成するペルソナは､潜在的な顧客を網羅したもので

なくてもかまわないし､またﾀｰｹｯﾄ･ユーザーの生活のすべての要因を表していなくて

もよい。

この時期のペルソナのゴールは､潜在的なﾀｰｹｯﾄの範囲を明らかにし、開発中の

製品に深く関連するデータを強調して､製品の方針決定を助けることにある。

次に､データ･ソースの分析や作成するペルソナの数の決定方法、各ペルソナに含

むべき怖報やそのiItの決め方､ペルソナの優先順位のつけ方を説明する。

ﾌｪｰズ2:『受馳と妊蝿ｊ図客の｢骨格｣函鯛する９５



◎２．４１体の主要ペルソナに関する臓輪

アラン･クーパーとロバート･レイマンは､彼らの著撚,４４αＷ弓沈Ｆ”７ﾌｳe屋鑓刷惣AF

afjﾜWをｿ:ｮ”h"ａ到師'(｢インﾀﾗｸｼｮﾝ･ヂザｲﾝの本質(未訳)｣[COoperandReimann，

2008])に｢1体の主要ペルソナのために､ｲﾝﾀﾌｪー ｽを設洲する｣という格言を記している。

クーパーは､どんなインタフェースにおいてもペルソナに優先順位をつけて、１体の

ペルソナを主要なターゲットとするべきであると税いている｡これは、製品全体を通じて、

たった1体の主饗ペルソナが存在するという意味ではなく、「それぞれのインタフェースに

ついて、１体の主要ペルソナを存在させるべきである」と理解するほうがよい。

多くの製品は､複数のインタフェースを持っているものである。たとえば､Ｅメールの統

合ソフトには､利用者がEメールを縦んだり瞥いたりするために使用するインタフェース

と､アドミニストレータがメールサーバーを符珊するために使用するインタフェースがあり、

これらはまったく異なるインタフェースではあるが両方とも同じ製品の一部である｡つまり、

このそれぞれに主要ペルソナが存在するべきだということだ。

そして、主要ペルソナのほかに副ベルソナも存在する。副ペルソナとは､製品を使う

頻度が少ないか､周辺作業のために特定のｲﾝﾀﾌｪｰｽを使うペルソナのことである。

クーパーは､登場人物の性格づけから始めて､そのうえで､できれば１体の主要ペル

ソナと何体かの副ペルソナを､豊嶋人物の中から遊び出すことを勧めている。

クーパーの定義によれば､それぞれの主要ペルソナは独自のｲﾝﾀﾌｪｰｽを要求す

る。主婆ペルソナは特定のインタフェースで充足させられなければならず､そして､そ

れは､ほかのペルソナのインタフェースで充足させられるものであってはならない(前掲排

[CooperandReimann､2003])からだ｡また､クーパーは「3つ以上のインタフェース

を持ち、３体以上の主要ペルソナを作成しなければならないようでは、製品の適用範囲

が広すぎる」と説いている。

「他と明確に区別された主要ペルソナ｣というクーパーの主弧は､当然､彼の手法の要

でもある｡ペルソナの利点の1つは､「ペルソナがﾀｰｹｯﾄ･ユーザーの特性と要求を明

確にし､それを伝えること」にある。

これを伝えるには､当然､ブﾛグｸﾄ･チームがペルソナを使用していなければならない。

人々が､ペルソナが誰であるかを理解できておらず､ペルソナを鉱Rのコミュニケーション

に仙川しなければ､ターケット･ユーザー像はあやふやになってしまう｡ペルソナが使用さ
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れるためには､ペルソナがユーザーの主な要素を具象化した代表者であり､プロダクト・

チームにとって確かな信恐性を持ったものでなければならない。

ペルソナの数を制限することは､設計の早い段階で主嬰側係者に並嬰な決断を迫る

ことと同義である。ペルソナの数はビジネス･ゴールに側係するだけに､これを制限する

のは､早い時期にゴールを明確化させるのと同じことだからだ｡そして､早いうちにビジ

ネス･ゴールがわかれば､それだけゴールに見合った製品を櫛築しやすくなる。

◎２．５対象となるベルソナの作成は簡単ではない

主要ペルソナを1体にすることに関しては､コア･チームにも､プロダクト･チームやビジ

ネス上の主婆関係者にも､反対される恐れがある。１体だけに巣中するのが正しいこと

に思えないからだ。

経営幹部に､ターケット･ユーザーを1人に絞り込んで製品を波洲するべきだと説得す

るのは難しい。「1人の人間が気に入る」製品を作るという考え方は､縦論にもならない

だろう。しかし､関係者の賛同がなければ､ペルソナはうまく機能しない。関係将がペル

ソナを快く思わなければ､ペルソナはサポートもされないし､使用されもしないからだ。

１体の主要ペルソナを使用することに関しては､もう１つ間遡がある。

経営幹部から､製品の1つのｲﾝﾀﾌｪｰｽについて1体の主要ペルソナを作成するこ

とが承遡されたとしても､インタフェースをいくつ作るべきかの判断がつかず､したがって

何体の主要ベルソナを作成したらよいかを決めかねるという川題だ｡多くの人が､「製品

にいくつのインタフェースが必要か決めてから､ペルソナを作成するのか｡ペルソナを般

初に作成して､それに従ってユーザーインタフェースを作成するのか｣という「潮が先か、

卵が先か」のジレンマに陥りがちだ。

加えて､各インタフェースに対する､あるいは製品全体に対する主要ペルソナを1体に

絞り込むことが砿要であるならば､「なぜ刷ペルソナを作成するのか｡Ｍリペルソナをどの

ように使用すれば､設計／開発プロセスを妨害せずに拡張できるのか｣という疑問にさ

いなまれる恐れもある。

作成するペルソナの数は､製品プロジェクトやチーム柵成によっても汎なる。しかし、

｢ブﾛヅｪｸﾄに依存する」という回答では何の助けにもならないだろう。

次のような問題に対する回答を見つけるには、開発する製品のタイプ、ターケット．

ﾌｪー ズ2:｢受胎と妊鯛」即客のI骨格jを理鯛する９７



ユーザーの種類､データから見出した情報､ビジネス･ゴールなどを考え合わせる必要

がある。

●何体のペルソナが必要か。

●どのペルソナが必要か。

●どのペルソナが主となり、どのペルソナが副となるべきか。

●副ペルソナをどのように使用すべきか。

このような問題を解決するには､まず､ユーザーのゴール､ユーザーの役割､そして

ユーザーのセグメントを分析して､製品の重要なカテゴリーとサプカテゴリーを特定する。

次に､各カテゴリーとサプカテゴリーに対応するようにペルソナのスケルトンを作成し､ビ

ジネスのゴールと製品のゴールに従って各スケルトンに優先順位をつける｡峨後に､優

先順位の高いスケルトンに肉づけしてペルソナを作成する。

般終的なペルソナは､そのペルソナのゴール､役割､所属するマーケット･セグメントに

ついての詳細な情報を含む｡したがって､ユーザー･カテゴリーの定錐はビジネスや製

‘Mにとってもっともだと考えられる限り､何に従って決めてもかまわない。

ロンコーらは､このプロセスを以下のように述べている。

（我々の)ペルソナは､ペルソナに関するもともとの感覚からすると､従来の作り方

とは異なるものである。ペルソナは､そのゴールによって定義され､また同時にゴール

はペルソナによって定義される。したがって、ペルソナとゴールは､問題の分野の初期

鯛査の際に同時に発見される。展開された3体のペルソナは、同じゴールを共有する

グループを識別するための厳密なプロセスから引き出されたものではない｡その代わり、

類似のゴールやトレンド､年齢グループ､性別､専門性､興味を見つけることと､これ

らに関迎した高性能なモバイル製品が可能な創造的な使用方法を組み合わせるプロ

セスになっている[R6nkk6他,2004]。

後述する､受胎期:ステップlでは､データを処理する前にユーザーのカテゴリーを職

別する方法を脱明する。

そして､受胎期:ステップ3では､処理したデータをもとに､ユーザーのサプカテゴリー
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を織別したり､カテゴリーとサプカテゴリーを優先順位づけして､カテゴリーとサプカテゴ

リーごとに少なくとも１体のペルソナを作成する方法を説明する。

◎２．６作成するペルソナ数はいつ決めるべきか

ユーザーのカテゴリー分けは､できる限り早い時期に行う｡社内の主要関係肴がﾀｰ

ｹｯﾄ･ユーザーについての考えを持っていたら､データの統合作業をするI1iIにその怖

報を使ってユーザーのカテゴリーを定義する｡その後､データの統合作梁が終了すると、

カテゴリーの正当性を確認したり､サプカテゴリーを決めることができるようになり､作成

すべきペルソナの数も決定できる。

ペルソナ数の股終決定は､フェーズ２:｢受胎と妊娠｣の､妊娘期:ステップ4で行う。

'３ ペルソナの受胎期:ステップ１

◎３．１ユーザーのカテゴリーを特定する

フェーズｌ：｢漁備と計画」期でユーザーをいくつかのカテゴリーに分頑したが､フェー

ズ２：「受胎と妊娠」期のうち受胎期の第１ステップとして､このユーザー･カテゴリーを

明確にする｡これは､データ処理の前段階作業である。

ユーザー･カテゴリーは､グループ分けしたユーザーに共通する特徴によって決まる。

この特徴は､製品やビジネス･ゴールと相関関係にある｡ここでカテゴリーを明確にする

ことは､カテゴリーが仮説に基づいたものであっても、その後のデータ処理の柵造化に

役立つ｡カテゴリーは､その時点の社内におけるユーザーについての考え方と、後に

データに基づいて作成するペルソナとの間をつなぐためにも必要となる。

社内でユーザーについての検討がまったくなされていなければ､データを処理する前

に､主なユーザー･カテゴリーを定義しなければならない｡社内でペルソナ以前に独自

のユーザー綱査を実施している場合には､フェーズｌ：「淋附とi叶両」期に参加者を募

ﾌｪｰズ2:隈畦軽娼」皿客の｢骨格｣を理解する９９



るまでに､ユーザー･カテゴリーの定義をしておく。

ユーザー･カテゴリーを大別するには､耶業や製品にとっての主たるユーザーの役

割､そのゴールやセグメントでの共通点などを記述する。しかし、グループ化した潜在

ユーザーすべてを列挙しなくても､主たるユーザーのカテゴリーは特定できる｡主なユー

ザー･カテゴリーはデータ中で突出しているので､すべてのユーザーを並べなくても判別

できるからだ。

カテゴリーが簡単に見出せない場合には､上位レベルの概念的なユーザー･カテゴ

リーを仮に定義してもかまわない｡カテゴリーは､データ分析の過程で鹸適化されるから

だ。

◎３－２データを処理する前にカテゴリーを特定する理由

データを処理する前にカテゴリーを特定する理由は2つある。

１つは､カテゴリーを特定しておくと､データ統合作業でよい結果を得られやすくなり、

ペルソナの作成作業がスムーズに進むからである。２つ目は､既存のユーザー表現とペ

ルソナにおけるユーザー表現との通いをはっきりきせるためだ。

データの統合作業は､通常ボトムアップに推論し､データ･ソース間の関連性を見出

すプロセスである｡このときに､上位レベルのカテゴリーを利用すると類型的に櫛造を理

解できるので､トップダウンで分析できるようになる｡カテゴリーがあれば､データ集団から

発見した悩報をペルソナとして表現できるが､カテゴリーなしでは興味深いデータを見つ

けても､これを使ってペルソナを作成するのは難しい。

社内で使い慣れた言葉を使ってペルソナを税明すれば､当初のカテゴリーが別のカ

テゴリーと置き換えられていても､ペルソナを社内に紹介することは難しくない。

以降の3つの項では､事梁や製州のユーザー･カテゴリー定義のモデルとなるユー

ザーについて説明する｡ここではユーザーの役割､ユーザーのゴール､ユーザー･セグ

メントの遮いをシナリオを交えて紹介する。

このシナリオは､オンライン･バンキング･システムのプロジェクトを例にして､事業の基

本方針と企業環境に応じて､ユーザーの役割､ゴール､ユーザー･セグメントごとに上位

レベルのカテゴリー分けをする方法を脱明したものである。シナリオで紹介するオンライ

ン･バンキング･システムでは､作成するペルソナは､必ずユーザー･カテゴリーに基づい
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