
たものになる。

そこで､「なぜ､このペルソナを作ったのか｣と尋ねられた場合の何答は､以下のよう

になるはずだ。

「主なユーザー･カテゴリーに対応するペルソナを､少なくとも1体作成した｡このカテゴ

リーを定義した理由は､次の3つの中にある」

主要関係者が製品の成功のためには、

●このユーザーの役割を製品が支援する必要があると判断した。

●このユーザーのゴールを製品が満足させる必要があると判断した。

●このユーザー･セグメントを製品がサポートする必要があると判断した。

どのようにユーザー･カテゴリーを分けたとしても､完成したペルソナには､そのペルソ

ナの役割､ゴールそしてセグメントの悩報が含まれる｡これは､ペルソナを認めてもらうの

が容易であれば､既存の仮説をもとにユーザー･カテゴリーを定義し､データを分析して

カテゴリーの正当性を確認し､カテゴリーの内容を充実させてよいということを意味する。

データの分析の結果､既存のカテゴリーが適切ではないことがわかった場合には､それ

を示す確固たる裏付けになる｡さらに､データの分析により､ペルソナとして表現すべき

ユーザーのサプカテゴリーを定義することもできる。

◎３－３ユーザーの役割、ゴール､セグメントを考える

この項では､ユーザーの役割､ゴール､セグメントについての考え方を説明する。

●ユーザーの役割

ユーザーの役削とは､ユーザーの作業内容､職務､貨任､製砧とユーザーの関わり

などの外部的要因である。

ソフトウェア開発では､ユーザーの役割はユーザーとシステムとの関係をもとに定義さ

れることが多い｡特定の役割が特定のユーザーに削り当てられる必要はなく､場合に

よっては1人のユーザーが複数の役削をこなす｡役割は一般的にビジネス､業務､生産

性､職種､ポジション､責任に関連する。きらに､役割がユーザーの活動そのものに関
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連する場合もある｡たとえば､買い物客､ブラウザ､エージェント､アシスタントなどがこれ
にあたる。

以下は､ユーザーの役割によるカテゴリーの例である。

＜シナリオ１：ユーザーの役割によってカテゴリーを作成する＞

あなたの銀行は､多くの異なる要求を持つ顧客にサービスを提供している｡社員には、

銀行のウェプサイトがこれから数年Ⅲ改良され､顧客のさまざまな饗求に将来的に対応

できるようになると知らされている。しかし､現時点では､どの機能を股初に実現するか

は決まっていない｡最初に実現する機能は､多くの顧客を惹きつけると何時に､顧客サ

ポートの経費を削減しながら出費に見合う効果があるものでなければならない｡そこで、

あなたは､いろいろなユーザーの役割をもとにユーザー･カテゴリーを作成することを決

定する。

このシナリオでは､下記のユーザーの役割をもとにカテゴリーを定義することが適切で

あると考えられる。

●新規口座を開こうとしている人

●すでに口座を持っている人

●銀行からの借り手

●投資家

●ユーザーのゴール

ユーザーのゴールとは､ユーザーが達成しようとしている目標である｡ユーザーは製

IlHの取り扱いを含めて､生活の中で行う数多くの耶柄で達成したいゴールを持つ｡ユー

ザーはまた､特定のタスクについてのゴールも持つ｡ゴールは､役削とは迎い恒久的な

ものである。ゴールをカテゴリーの主な要因とするかどうかにかかわらず､ペルソナの

ゴールを伝えることは､フェーズ３:｢誕生と成長」期､フェーズ4:「成人」期にはきわめ

て正要なことである。

以下は､ユーザーのゴールによるカテゴリーの例である。
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このシナリオでは､下記のゴールをもとにユーザー･カテゴリーを定義することが適切

であると考えられる。

｢資産管理が簡単になること｣を望む顧客

｢資産がうまく運用されること｣を望む顧客

｢自分のお金に対して億万長者の財産と同じように高い配慮をしてくれること｣を

望む顧客

｢ｵﾝﾗｲﾝ･パﾝｷﾝグが安全だと感じられること｣を望む顧客

●
●
●

●

●ユーザー・セグメント

ユーザー･セグメントとは､ユーザーをある特徴で分けることである。

ユーザー･セグメントは､人口統計学や心理学､態度､行動における共通点によって

定溌きれる｡セグメントは､マーケティングにおいて製品の売上げ瑚加に焦点を当てた

メッセージや広貯の制作に利用されている｡また､マーケティング･チーム、製品プラン

ナー､蛎業開発グループなどの人々 は、「既存のマーケット｣｢イノベーション｣｢新規マー

ケット」など､セグメントを意味する言葉を利用してゴールを設定することもある。

セグメントは、定性データをもとに厳密に定義できるが､ユーザーや噸客のグループ

(｢ユーザー･クラス」とも呼ばれる)の呼び名を発展させても作ることができる｡また､セ

グメントを示す言莱は､主要関係希がユーザーと噸容について柵るための便法として

使われることもある｡どれだけ厳密に定義されているかは別として､社内特有の言葉過
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<シナリオ２:ユーザーのゴールをもとにカテゴリーを作成する＞

あなたのグループは､競合他行に対抗するためにオンライン･バンキング･システムの

柵築を担当している｡また､口座梢報のオンライン･アクセスとマネジメント･ツールに側

するⅦ客からの要求も満たさなければならない｡あなたの銀行は､付頼できる安定した

金融機関としての評判を固めようとしているところであり､オンライン･バンキングの適用も

この評判を考恵したものでなければならない｡あなたの調査によれば､多くの人々 はイ

ンターネットの安全性に確信が持てず､現在のオンライン･バンキング･システムに不満を

持っている｡あなたは､ユーザーのゴールの違いをもとにユーザー･カテゴリーを作成す

ることを決定した。



いに基づいていることも少なくない｡セグメントがすでに社内で定蒲している場合には、

それらのセグメントがペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄに影靭を与える。

以下は､ユーザー･セグメントによるカテゴリーの例である。

＜シナリオ３:ユーザー・セグメントをもとにカテゴリーを作成する＞

銀行の幹部は､何週間もかけて､現行のサービスでは行き届いていないマーケットに

ついて説明したり､新しいｵﾝﾗｲﾝ･システムによってこれまで満たしていなかった要求

を滴たすという叶凹を説いてまわった｡幹部たちはマーケティング･チームに､新しいオン

ライン･システムを利用するユーザー･セグメントを特定するように依頼している｡そこで、

マーケティング･チームが調査を行ったところ､積極的な人､邪なかれ主義者､初心者と

いう3つの主なカテゴリーがあることがわかった。

幹部ｽﾀｯﾌにペルソナを認めてもらうには､ペルソナがこのカテゴリーに合ったもので

なければならない。あなたは､ユーザー･カテゴリーとして市湯澗在によって定凝された、

以下のセグメントを使うことを決定した。

●資産管理に積極的な人

３５～65鮫｡郁市もしくは近郊に住む｡聯門的職業に就いている。大卒。年川世帝

所得が5万～25万ドル(約590万～3000万円)。資産管理に閲する決断を下す｡口座

の残高と動きを､少なくとも月に１回チェックする。インターネットのセキュリティの問題に気

づいている｡慎煎に調査を行い､怖報に粉通している資産符理サービスの享受者。

●資産管理に関して串なかれ主軽者

２５～40歳｡都市もしくは近郊に住む｡専門的職業に就いている｡大卒｡子供を持つ。

年問世帯所得が3万5000～9万ドル(約400万～１０００万円)。日々 の生活と仕事に忙し

い｡めったに口座をﾁｪｯｸしない｡資産管理に側する決定は､ほとんど見直さない｡以

前に勤務した会社のﾘﾀｲｱﾒﾝﾄ･ブﾗﾝを含め､いろいろな金融機関にいくつかのｎ座

を持つ｡いまどれだけ流動資産を持っているか､確信がない｡資産状態を整理しようと

思うと､圧倒されてしまう。

●資産管理に関する初心者

１８～25歳｡大学生を含む｡年1111世桁所得が1万～6万ドル(約１００万～700万円)で、

かなりの収入瑚加の可能性を持っている｡般近､経済的に独立した。資産櫛理に興味
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があり､やる気もあるが神経質でもある｡現在の資産状況をよく把握している｡負債と預

金に悩むことが多い｡お金を「今日､何が間えるか｣という観点で考えている。

◎３．４ユーザー・カテゴリーを決定するためのﾐーティング

ユーザー･カテゴリーがフェーズl：「瀧備と計画」期に明確にされていない場合には、

主要関係者とミーティングを持ち､ユーザー･カテゴリーを決めなければならない｡ミーティ

ングは1時間程度かけ､社内で仙川されているユーザー･カテゴリーについて､および

製品の職略的なﾀｰグｯﾄ･グループを決定する鵬盤となるユーザーの役割､ゴール､セ

グメントについて話し合う。

このミーティングは､次のように進める。

1.ミーティングのゴール､ルール､期待する結果を脱明する。

2.社内で使われている､ユーザーと顧客を表す言葉を検討する。

3.役割､ゴール､セグメントの概念を賭し合う。

4.自社に最適なカテゴリー分けの方法､あるいは簡易ペルソナを作成する(ﾌェーズ

１参照)かどうかを話し合う。

５上位レベルのユーザー･グループまたはカテゴリーを提案する。

6.ミーティングの締め括りとして､上位レベルのユーザー･グループ(3～5グループ

程度)についての同意を得る。

1４ ペルソナの受胎期:ステップ２

◎４－１ファクトイドを引き出す

フェーズ１：「準備と叶画」期には、未加工のデータからデータの概要や要点､あるい

はあるデータの詳細な記述を抽出して調従レポートとしてまとめる､というようなデータの
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収集と評価を行った｡ここではまず､この調査結果から製品分野に関連する「何か｣を
引き出す作業を行う。

この「何か｣がファクトイド(factoid)である。「ぬctoid」は｢fact」と「oid」の合成語

で､一般的には「聯実もどき｣｢疑似事実」のような意味で使う。しかし､本榔における

｢ファクトイド」は、「データ･ソースや仮説に基づいた、鹸小のデータ単位」を意味して

いる。

ファクトイドの抽冊ができたら､受胎期:ステップlで同意したユーザー･カテゴリーを

ベースに統合していく。

◎４２ベルソナ作成のためのデータ処理手法

ペルソナを作成するためのデータ処理手法は数多くあるが､本普では､分倣している

悩報やアイデア､漠然とした問題を､言葉の意味合いの親和性によってグループ化･図

式化する親和図法を特にお勧めする｡親和図法はわかりやすく､応用範囲が広く､す

ばやく行える。また､多様なデータ･タイプとデータ･フォーマットを扱うことができる。

代枠案としては､閃子分析､クラスター分析､または､その他の多変賦解析法などの

定fit分析や､Atlas.tiやHyperQual2､HyperRESEARCH，NUDIST､NUDISTの

簡易版であるXsightなどのツールを使った定性分析もある｡フェーズl：｢地傭と計画」

期に未加工のデータに対して実践したような､あらゆるﾀｲブのデータに潜むテーマを椎

猫するためには､これらの手法は非常に有益なツールとなる。

たとえば､ラシミ･シンハは､ペルソナ作成プロセスにおける堆礎的な次元の識別を、

組成分析縦強を用いて説明している[Sinha､2003]・組成分析によってゴールによく似

た独立した必要性を見つけ冊し､他の情報と組み合わせて明確に識別されたペルソナ

を作成する基盤とするというものだ｡このアプローチは､一般的に定性的なマーケット・

セグメントの定錠に使川されるクラスター分析やそのほかの統計的手法とよく似ておI)、

分析の出発点として優れている。

しかし､さまざまなデータを組み合わせて統合するには､親和図法のような手法をお

勧めする。
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◎４３共同で行う統合作業の副次的利点と問題点

コア･チームの全貝が統合作業に参加すれば､全日がすべてのデータ･ソースのﾌｱ

ｸﾄｲドに触れる機会があり､統合作業が終了した時点でコア･チームの全員がデータと

データ内の固有のパターン､テーマ、関係に通じていることになる。このような共通理解

を持つことは大切だ。

統合作業を通じて得られる副次的な利点としては､コア･チームが帆広いリソースか

ら得た大倣のデータを完全に遡織できることが挙げられる。そして､類似性によってグ

ループ化し､ラベル付けしたデータを持つことで､チームは次のステップである「スケルト

ンの餓別と作成」に進む準備ができる。

なお､作業を始める前に統合作業における|Ⅲ題点を理解しておかなければならない。

主なI川越点は､次の2つである。

①統合作巣では､もとになるデータ･ソースから類似するデータを抽出してグループ化

する。しかし､データ･ソースから抽出して付菱紙に番き写したﾌｧｸﾄｲドが､実際に

は関連していないことがある｡単に関連しているように見えたために､グループ化され

てしまったわけだ｡こうしてグループ化を観ると、ペルソナを作成する段階でも、間

違ってグループ化したデータを使う恐れがある。

②ﾌｧｸﾄｲド間の関係を識別するのは､主観的な作業である。同じデータを使ったとし

ても､別のチームが異なる手法を用いてグループ化することにより､最終的に異なる

結果になる可能性がある。

このように､親和図法ではデータをⅢ遮って我現してしまう可能性もあるので､ペルソ

ナの作成後、妥当性の硫遡に十分な時川をとったほうがよい。しかし､もとになるデー

タ･ソースとまったく何じょうにペルソナがデータを表現したり描写することはありえないし、

それはペルソナの趣旨でもない。

むしろペルソナは､データに含まれる梢報の要となること、有益な情報を伝達すること

に存在意装がある｡ペルソナがデータの持つ特徴を映って表現する危険性よりも､ペル

ソナがデータに雌づいて砿嬰な怖報を伝途することの価仙のほうを秘めるべきである。
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◎4-4データ統合のミーティングを開催する

データ統合のミーティングは､だいたい2～3時Ⅱかかる｡このミーティングには､コア・

チームの全日が参加すべきだ｡ミーティングは､十分な壁面もしくは床面のある比較的

広い会議室で行いたい｡付菱紙やラインマーカー､大きな紙も必要だ。

データ丘があまり多くなければ､１回のミーティングですべてのデータの統合処理がで

きる。データが大股にある場合は､あらかじめデータをメンバーに配布し､IIU辿するファク

トイドをグループ分けしておいてもらうとよい｡ユーザー･カテゴリーが分けてあれば､カテ

ゴリーごとに複数のミーティングを実施する方法もある。

この方法では､最後に各ユーザー･カテゴリーの統合結果を評価する最終ミーティン

グを側伽する。

データ統合のミーティングの縦珊進行の例は､次のとおりである。

1.ミーティングの規則、ゴール､成果について説明する。

２データ･ソースからヂー ﾀの要点(ﾌｧｸﾄｲド)を抽出する。

3.ヂー ﾀの要点(ﾌｧｸﾄｲド)を付萎紙に転記する。

4.ユーザー･カテゴリーのラベルを会織室の随所に掲示する。

5.キーとなるファクトイドを統合する。

6.グループのラベル付けおよび上位カテゴリーの編成をする。

以下､それぞれについて脱明する。

◎4-5ミーティングの規則、ゴール､成果を説明する

このミーティングのゴールは､以下に示すようなきわめて単純なものである。
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●データにフィルターをかけて優先順位をつけ､特定の製品もしくはチームに関連し

た最も璽要な憎報やﾌｧｸﾄｲドを引き出す。

●受胎期：ステップ1で職別したユーザー・カテゴリーに配虚しつつ、ファクトイドを

愈味のある関連グループに絹成する。



こうして作り出したﾌｧｸﾄｲドのｸﾗスターは､ペルソナのコアであるスケルトンになる。

◎４－６データ･ソースからファクトイドを抽出する

データを処理する簸初のステップは､各調査レポートの怖報を評価してﾌｨﾙﾀｰをか

けることである｡手に入れた楕報のすべてが､必ずしもﾀｰｹｯﾄ･ユーザーの定義や製

品の般計に側辿しているわけではないからだ。

これはミーティングの前に行っても、ミーティング中に行ってもかまわない｡砿要なのは、

ｺｱ･ﾁｰﾑのメンバーにﾀｰゲｯﾄ･ユーザーを理解するための要点と､製胎の方向を

決定する要となる情報を抽出してもらうことである。

面い換えるならば､メンバー全員に市場や業界､製IW1分野に閲巡する怖報を探して

もらい､製品のユーザーまたは製IHI自体にとって砿嬰と似われるﾘｌ実をすべてhll出する

ことである。

「どの情報が本当に重要か｣の判断は難しいと思うかもしれないが､思い悩む必要は

ない｡迷ったときには､ﾌｧｸﾄｲドに含めればよいからだ。

ﾌｧｸﾄｲドは､少ないより多いほうがよい｡リド肋に､側巡性､イi益性､範朋､沸細度な

どの基準を決めたいと思うかもしれないが､これもしないほうがよい｡これらの基準は簡

単には作れないし､それを適用するのも難しい｡基準を作るよりも､データに直接触れる

時側を地やしたほうがよい。

コア･チームには､組織のさまざまな部暑から担当分野のスペシャリストが集まってい

る｡したがって､「何を重要と考えるか」は各自が異なる観点を持っているはずだ｡そこ

で､統合の作業を通して､それぞれのデータの砿要性について意見の一致を図ること

が､韮鵡づくりよりも大切になる。

抽出してｸﾗｽﾀｰ化したデータの一部がペルソナに含まれなかったり､参照されない

こともある｡また､1W報過多が災いして､メンバーが分析不能な状態に陥ってしまうこと

もあるだろう。このようなときには､プロセスが機能すると僧じて､強制的に次のステップ

に進むことだ。

ﾄﾗｲする気持ちを忘れずに何度も繰り返しながら､ペルソナを完全なものに仕上げて

いく。

ﾌｪー ズ2:｢受舶と妊頗｣図客の｢骨格】&理鯛する１０９



◎４－７ファクトイドを付室紙に転記する

コア･チームのメンバーは、御璽1が狐》'ｉするデータをチェックし､それぞれが抽出した

卿･Iを兄１１１１:し、’1t要性を|¥雌組する。そして､統合する項目をほかの媒体に!'瞳槌する。

ｌＫ要なﾌｧｸﾄｲドをもとのデータ文iIfから書き写すか､切り抜くのである胃

ファクトイドを統合するときは､大きな紙に香いたほうが読みやすく共lnl作業がしやす

いと思うかもしれないが､むしろ大きくない付葵紙のほうが便利である．データ文iIl:から

データの典点(フフ･クトイド)をハサミで切I)抜き､７５ﾐﾘ×125ﾐﾘサイズ程度の付裟紙に糊

で貼りつける方法が実際的だ。

ミーティング中にﾌｧｸﾄｲドをパソコンに入力して､付菱紙やシールに印刷する方法も

ある．

ファクトイドを11ドきがした|)切り抜いたI)するときは､もとのデータ文Ｔｌドがわかるように、

データ･ソースの端称とページ排り･も忘れずに記戦する。

図2.3カテゴリー・ラベル

Ｅ

灘

』』

カテゴリー・ラベルを壁面に掲示する(写真：ジョナサン･ヘイズ】
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◎4-8ユーザー・カテゴリーのラベルを掲示する

統合作業を始める前に､受胎期:ステップlで特定したユーザー･カテゴリーのラベル

を室内に掲示する(図2.3参照)。カテゴリーが定量的な見地から設けたセグメントに由

来するものならば､セグメントを定義する特徴も記戦する。

このラベルは､ファクトイドの初期の配慨や上位レベルのカテゴリーの栂成を示すため

に役立つ｡ラベルは､見やすいように大きめの紙を使う。そして､ラベルに関連するﾌｧｸ

ﾄｲドを記戦した付謹紙をその周囲に貼れるように､ラベルとラベルの川は十分なスペー

スを空ける｡この方法の詳細については後述する。

統合や優先順位づけは､あらかじめ定義されたカテゴリーを中心に展開することにな

るので､参加者全員がカテゴリーに粉通していなければならない。

◎４９ファクトイドを統合する

いよいよ､ﾌｧｸﾄｲドの統合に入ろう。

統合を行うときには､全側が立ち上がり､ﾌｧｸﾄｲドを部脇中に脳いて歩く。関連のあ

るファクトイド同士を近くに償き、グループを形づくるようにする。全員でファクトイドを再検

討し､ほかのﾌｧｸﾄｲドとの関係や定義済みのカテゴリーとの関係に応じて､ファクトイド

を記戦した付菱紙を床に置いたり確面に貼ったりする。

たとえば、１人が「下校後の子供のインターネット仙〃l状況」に関するﾌｧｸﾄｲドを持

ち､もう1人が｢子供の毎日の家での遊びについて」のﾌｧｸﾄｲドを持っていたら､この

2つのﾌｧｸﾄｲドの付菱紙は近くに貼る｡全11がﾌｧｸﾄｲドを掲示し終えると､関連性を

持ったﾌｧｸﾄｲドがグループ化され､関連していないものは孤立する。図2.4は､統合作

業を進めているところである。

作業中に､どのファクトイドとも側巡しない付翌紙が州てくることがある｡もっと縦強が

必要なﾌｧｸﾄｲドや､多少無理してもどこかのグループに入れたいﾌｧｸﾄｲドが出てくる

かもしれないが､それは後で検討する。

ペルソナを作成するときに､クラスター化したフアクトイドをすべて使うとは限らない。

また、１つのﾌｧｸﾄｲドが裡数の場所に適合することもある｡このようなときには､ﾌｧｸ

ﾄｲドを書いた紙をコピーして､それが属すると考えられるすべての箇所に掲示する。

ﾌｪｰズ2:隈胎と妊蝦」皿客の｢骨格｣を理解する１１１
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図2.4ファクトイドの統合
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ブァクトイドや仮脱のグループ分けができてきたら、それぞれのグループにラベルをつけ

る(似12.5参照)。

統合は､定:髄渋みのカテゴリー柵進をもとに行われるのでトップダウンのように兇える

◎４－１０ファクトイドのグループにラベルをつける

少

進行中の統合作紫。共同作業をしやすくするために､ファクトイドは大きめの紙に書き込まれている

(写真：ジョナサン･ヘイズ）
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統合作業が進むにつれて､ﾌｧｸﾄｲドを再配職したり､グループ全体を移動したくなる

こともある。しかしIIFiWiや秘励は、適切だと納得できたときにしか行わないようにする。
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③付菱紙の「吹き溜まり」を見つけるには

５～１０佃程度の付謎紙が近くに染まって､まるで吹き柵まりのようになってしまうことも

ある。このような』ﾙ合は､それぞれのファクトイドの間にある雄巽を見つけ､人きなグルー

プを作為かわりに、雄拠をﾉ又映して小さなグループに分荊する。
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図2.5統合後
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フェーズ２『昼踏と妊娘１服審の｢骨棚を理A耐る１１ｅ

、データのクラスター化は予想どおりになるとは限らない

統合に使う元データは､さまざまな人が異なる目的のために作ったものである。した

がって､データを統合する前に､そのデータがどれだけインサイトや脱得力のあるものか

を知ることはできない。また､すべてのファクトイドがペルソナ･プロジェクトに閲述するよう

に無JIMなくクラスター化でき為わけでもない。

さらに､このような111i柵の中には､ユーザーのﾀｲブやゴールに適合するとはいえない

ものの、製貼分野に側辿する､ﾄﾘ断が含まれていることもある《》$１１途､卜端なグループがで

きても､それをムリに適合させようとはせず､ユーザーの処方の1つとして検討する。

混乱を招くような疑問やⅢl題が起こってしまったら、さらにユーザー,棚先を行ってみる

べきだろう。

統合後のユーザー･カテゴリー(□)、クラスター･ラベル(■)、ﾌｧｸﾄｲド(■)、仮説(□)。こ
の図では､ラベル(国)は､付義紙のクラスターより大きい｡これは､単にクラスター･ラベルを見

やすくするためである｡統合で発見したﾌｧｸﾄｲド(図では園のボｽﾄｲｯﾄ)と仮説(図ではロの
ボｽﾄｲｯﾄ)のクラスターにつけるラベルは､移動や変更がしやすいように付菱紙を使うとよいだろ
う

が､災は、佃々のデータをクラスター化していくボトムアップ･プロセスである。したがって、

クラスター化されたファクトイドのすべてが､上位のカテゴリーに適合すゐわけではない。

また、グループにラベル付けする際に､カテゴリーに関述のある補助データやカテゴ

リー内での差異、ターケット･ユーザーについての新しい情報を発兄することもある。



●作業を終えるタイミング

●メンバー全員が､自分が持っているﾌｧｸﾄｲドをほかのﾌｧｸﾄｲドと関連するもの

として､床面や壁面へ配画し終わる。

●グループの移動や再配圃がすべて終わる。

統合とラベル付けは､次の状況になるまで行う。

ﾌｧｸﾄｲドのクラスター化やラベル付け､確翌の作業が長時IⅢ続いたときは､どこか

の時点で強制的に作業を止める｡すべてのグループにラベルがついたときが､作業を終

える1つのタイミングである｡なお､このときに､ﾌｧｸﾄｲドのまとめ方やラベルについての

同意が得られていなくてもかまわない。

'５ ペルソナの受胎期:ステップ３

◎５－１サブカテゴリーの判別、スケルトンの作成

受胎川:ステップ3では､作業開始時のユーザー･カテゴリーの確遡､統合したデー

タの評価､ユーザーのサプカテゴリーの判別を行う。さらに､このステップでは、１つのカ

テゴリーあるいはサプカテゴリーごとに1体のスケルトンを作成する｡これにより､収集し

たデータを反映する１組のスケルトンーペルソナができる｡各ｽｹﾙﾄﾝは､主要関係者と

ともに優先順位をつける｡このステップでは､スケルトンーペルソナの数が卿えるかもしれ

ないが､これは潜在的なものであり、フェーズ３：「挺生と成是」期やフェーズ４：「成人」

期にこのような滞在的なスケルトンーペルソナをすべて外部に公開するわけではない。

◎５－２どのサブカテゴリーを作成すべきか

受胎期:ステップlでは､ターゲット･ユーザーの役割､ゴール､セグメントの連いによっ
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て､ユーザー･カテゴリーを作成した｡受胎期:ステップ3では､カテゴリー内での違いを

調べてサプカテゴリーを決める。

たとえば､主としてユーザーの役荊の迎いをもとにユーザー･カテゴリーを定義した場

合には､各カテゴリー内で､ユーザーのゴールやセグメントにおける連いを鯛くる。各カ

テゴリー内に､サプカテゴリーに分けられるような役割の連いがないかも検討する。

このようにして､製品に顕著な違いを生む要因がカテゴリー内に存在することを発見

したら､これを示すためにサプカテゴリーを作る。

●事実のグループをクラスター化する

各ユーザー･カテゴリーをもとにデータをｸﾗｽﾀー 化したら､各カテゴリーのデータを２

つ以上のサプカテゴリーに分割すべきかどうかを検討する｡検討に際しては､ユーザー

の役割､ゴール､セグメントを考幽する。

抽出したサプカテゴリーを書き出してもよい｡サプカテゴリー名を付斐紙に書き写し、

統合したデータの適切な位贋に掲示し､データから潜在的なユーザー･グループが浮

かび出てこないかを御くる方法もある。

●どのようなときに、違いをサブカテゴリー化すべきか

このプロセスで股も難しいのは､カテゴリー内の迎いを低別すべきかを判断することだ。

この判断には､１つ前のステップに戻って､統合したデータの中で､サプカテゴリーとしよ

うとしている馴象が際立っているかを検証するとよい。

ここでの目標は､データ･ソースに我されたユーザー･タイプのIⅢにある「違いを生む

違い」を見つけることである。

以下の質問は､統合結果について話し合う際に､どのサプカテゴリーを作成すべきか

を判断するのに役立つ。

●そのサブカテゴリーは､製品の設計上の重要なユーザー･グループを定義してい

るか。そのサブカテゴリーの要求を満たすためには、ほかのサブカテゴリーが要

求する機能とは異なる機能およびｲﾝﾀﾌｪｰｽが必要か。

●そのサブカテゴリーは､ビジネス上で璽要なユーザー･グループを定義しているか。

そのサブカテゴリーは､利益を生み､ユーザーの製品腿職度を高め､ユーザーの
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製品岬価に影響を与えるか。

●そのサブカテゴリーは､明らかにほかのサブカテゴリーとは違う際立った特徴があ

るか。このサブｶﾃｺ゙ ﾘー に対応するペルソナを追加するだけの退いがあるか。

●カテゴリーとサブカテゴリーの数が多すぎたら

データから見出したサプカテゴリーに顕著な特徴があり､カテゴリーと区別されるもの

であれば､サプカテゴリーを作成するべきだ｡カテゴリーとサプカテゴリーはデータを表す

のに必要なだけ作成できる。

しかし､すべてのカテゴリーとサプカテゴリーに対応するペルソナを作るわけではない。

5～7体以上のペルソナを作っても､設計チームと開発チームは､それを効果的に使い

こなせない。

次節では､カテゴリーとサプカテゴリーをスケルトンのプロフィールに変換したうえで優

先順位づけする方法を説明する。

◎５．３スケルトンを作成する

ユーザーのカテゴリーとサプカテゴリーを決め同意を得たら､スケルトンの作成にとりか

かる。

スケルトンは､各ユーザーのサプカテゴリーに分けたデータの中から､はっきり目立つ

特徴を箇条僻きにしたものである｡スケルトンは､コア･チームが作業の重点をユーザー

のカテゴリーから特定の群細項目に移すときに役に立つ｡またスケルトンにより､統合にお

いて見つけ出したことを主要関係者に示すことができる。

スケルトンは､サプカテゴリーごとに１体作成する。

各スケルトンには､もととなったサプカテゴリーが属するｸﾗスターのラベルを列記する。

このラベルはスケルトンの兄出しになる｡このように共通ラベルを見出しにしておけば､後

からスケルトンを比較したり優先順位をつけたりするときにやりやすい。

ラベルには､すべてのスケルトンに共通した特徴や見出しを含めるようにする｡こうす

ると､スケルトンに入れ忘れた悩報があったときに気づきやすくなる｡入れ忘れた情報が

あった場合には､その棚を空白にしておいたり、「データ必婆」と記述したり､仮税であ

ることを明示したうえで予想されるデータを記述する。
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次に､各見出しの下にデータから見つけた情報の要約を箇条書きにする。

このときには､関連するﾌｧｸﾄｲドについてのすべての見解を含めなくてもかまわない。

サプカテゴリーの本質を捉えた要点のみを取り出す｡スケルトンには､名前やその他の

側人的な詳細は加えない。

図2.6に示すように､スケルトンはペルソナの描写ではなく､ユーザーのサプカテゴリー

を定義したり､区別するために選別された事実である。

図2.6スケルトンとペルソナ

スケルトン

男の子１０～１３歳

学校でのコンピュータの使用

●教室において共有コンピュータを､コン

ピュータ室において学校全体で共有す

るコンピュータ使うことができる

●１週間に最低1つは､コンピュータに間

迎する脚皿がある

●学校でコンピュータを使うことをつまらな

いと感じている

自宅でのインターネットの使用

●家族でｺﾝビｭｰﾀを共有している

●インターネットを使って、ゲームで遊び、

時には学校の勉強をする

異味／活動

●友違とゲームについておしゃべりするの

が好き

●コンピュータゲームよりビデオゲームが

好き

●複数の団体競技のスポーツに参加し

ている

ペルソナの記述

ダニー

ダニーは１２歳で6年生になったばかりであ

り､そのことを素敵だと思っている。週に

１回のコンピュータ実習が大好き。休み

時間はコンピュータ･ラボでレイカーズの

梢報や、賊してみたい新しいゲームを探し

て過ごす｡ここ数年､ママがちょっとしたこ

とでも彼に助けを求めるようになったので、

自分はコンピュータのプロだと思っている

スケルトンとペルソナの妃述の比較。スケルトンには、統合作紫でつけられたクラスターのラベ

ルによる見出しとデータの要点が含まれる。この時点では､適切な優先願位づけが行えるように、

物語的な要素は追加しない
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●何体のスケルトンを作成するべきか

スケルトンは､製品にとって重要であると思われるユーザーのサプカテゴリーに対して

のみ作成すればよい｡作成したスケルトンの数が多い場合は､優先噸位づけをして､絞

り込んでからペルソナに腿側する｡スケルトンを作成したり､組み合わせたり、削除する

際には、「どのようなときに､違いをサプカテゴリー化すべきか」で紹介した基準を参考

に検討する。

'６ ペルソナの妊娠期:ステップ４

◎６．１スケルトンに優先順位をつける

１組のスケルトンができあがったら､主要関係者からﾌｨー ドパｯｸをもらう。そして､蛎

業Ｉ脱略と製品戦略の両方の兇地から､各スケルトンの砿要性を評価し､スケルトンに優

先順位をつける｡その後､ペルソナヘ展開するスケルトンのサプセットを選択する。

妊娠期:ステップ4では､コア･チームと主要関係者で､スケルトンに優先順位をつけ

る｡優先順位づけのミーティングは､周到に準備をして進めなければならない。主要関

係者が､スケルトンのもとになったデータやペルソナに関する全般的なプロセスを理解し

ていないならば､スケルトンを紺介する前にペルソナのプロセスについての脱明も必饗だ。

また､参加者全員に事前に､ミーティングのゴールと､そこでの決定がブﾛヅｪｸﾄに与え

る影響を示しておく。

このミーティングで注意すべき点は､次のとおりである。

1１８

①スケルトンはデータをもとに作成されており､これまで評価してきたユーザー･カテ

ゴリーおよびユーザー･サブカテゴリーに対応していることを説明する。

②スケルトンの優先順位づけは､直近のゴールや手近な利益に熊点を合わせて行

う。現在の製品サイクルのターゲットを絞り込むことがミーティングのゴールである

ことをチームに周知徹底する。バージョンの異なる製品､派生製品､姉妹製品ま



多様なスケルトンの並要性について合意を得ることは大切であるが､そううまくはいか

ないものだ。

主要関係者にスケルトンの優先順位づけを依頼すると､次のような答えが返ってくる

だろう。

｢この3つ(またはサブｾｯﾄ)は､まさに我々 がﾀー ケｯﾄとすべきものだ」

｢すべてすばらしい」

｢すべてすばらしいが､Ｘ､Ｙ､Ｚというユーザーをﾘｽﾄに追加する必要がある｣、

または｢たくさんの主要な顧客グループが欠けている」

｢どれもよくない」

｢どれが適切であるかわからない」

｢もう少し顧客鯛査が必要だ｣、または｢我々 のユーザーについてXを知る必要が

●
●
●

●
●
●

ﾌｪー ズ2:｢受飴と妊娯」顕客の｢骨格｣錘鯛する１１９

でも含めてしまうと､優先順位が変わるためだ。

③優先順位づけは､優先順位の低いスケルトンを捨てることではない。製品に取り

入れる機能を検肘する際に､最も璽要なユーザー･カテゴリーまたはユーザー･サ

ブカテゴリーをもとにしたスケルトンを最優先にするということだ。主要関係者が、

すべてのスケルトンが廻要であると主張するようなときには､製品開発スタッフの

立場からみて､どれが一番有益だと考えられるかといった見方をしてもらうとよい。

具体的な例としては、主要関係者にQ-ソートをしてもらうというものがある。こ

れは､複数のスケルトンを3段階の優先順位(高､中､低)のグループに分け､さら

に､各優先順位のスケルトンを3段階の優先順位のグループに分ける作業を繰り

返し､すべてのスケルトンの優先順位が確定するまで並び替えるというものだ。

Ｑ-ｿー ﾄにより､少しずつ迎いのあるペルソナのｾｯﾄを､そのペルソナから利

益を得るチームに提供できるようになる。たとえば､マーケティング･チームに対し

ては､餓入の決定に関連するペルソナが提供できるようになる。

④ピジﾈｽ･ゴールと戦略ゴー ﾙが明確になっていれば､スケルトンの優先順位づけ

は比較的簡単である。優先順位づけが難しいということは､主要関係者がまずビ

ジネス･ゴールと戦略ゴールを明硫にする必要があることを表している。スケルトン

と詳細なカテゴリーとサブカテゴリーの追いが､この作業の役に立つ。



ある」

股初の答えを得られることが最高であるが､実際のところ､いずれの答えであっても

問題はない｡これらはどれも役に立つ情報なのだ。

もちろん､前記のどれにも当てはまらない回答がでてくることもある｡そうだとしても､す

べてを有益な傭報だとみなし､メモをとっておくことが大切である｡フェーズ5で説明する

ように､このメモが､ペルソナ完成以前には､主要関係者がﾀー グｯﾄ･ユーザーについ

てまったく遮った窓見を持っていたという「証拠」となり､結果的にペルソナ･プロジェクト

に価値があるという説明に役立つ。

回答の中で､主要関係者は組織の問題点､たとえば事業戦略の問題や顧客に関す

る知識不足などが指摘されるかもしれない｡初めてペルソナ･プロジェクトを実施すると

きは､主要側係肴にとってみれば､これまで1M】われたことがないようなこと､少なくとも製

品サイクルの早い時期には尋ねられたことがないようなことが問われるため､このような

指摘や決断の遅れが起こることがある。

◎６－２優先順位づけの構造

優先順位づけには､なんらかの構造が必要だ。

まず､すでに受け入れられている重要性をもとに､スケルトンに優先順位づけをする。

ﾘｽﾄの分類では､全貝の同意が得られないこともあるが､この時点ではそれでもかまわ

ない｡おおまかな順位を決め､各スケルトンに対して､それぞれのデータに結びついた値

を割り当てる。

①使用頻度:どのくらい頻繁に､各スケルトンが製品を使用するか

股計上の決定をするときには､征日製品を使用するユーザーのほうが１カ月に１回し

か使用しないユーザーより大切である。

②ﾏー ｹｯﾄ･サイズ:ペルソナは､おおよそどれくらいの人々 を代表しているか

大きなマーケットのほうが小さいマーケットより政要である｡新製品が､新しいマーケッ

トへの進出を予定しているなら､いまは小さくても今後成長する可能性があるマーケット

も考噸に入れる。

1２０


