
③経験的または潜在的な利益:各ｽｹﾙﾄﾝが､どのくらいの鯛買力を網羅しているか

新規プロジェクトであれば､関連するマーケットの業界紙､市珊動向､市場調査､消

費活動の分析を通してこの価を予想しなければならない｡ユーザーが自分で製品を購

入せず､ほかの人がユーザーのために蝋入する場合でも､ユーザーは聯入の決定に

影響力を持っていることも考慮する。

④戦略的重要性:誰が戦略的に重要なユーザーであるのかを決定する

頻繁にサポート要諦の通話をかける人､あなたの会社の製品に依存して並要な活動

を行っている人､現在は競合他社の製品を使用している人､あなたの会社の製胎も他

社の製品も使用していない人､そのうちの誰が重要なのか｡また､市珊を拡大すること

が目標なら､ユーザー以外に､イノベーションと現状の拡大に前献する技術や流行の先

駆者として､誰が敢要なのかの判断も必要だ。

前記の例のほかにも､あなたの業種にもっと直接関巡したほかの特性があるならそれ

を使う｡いずれにせよ､スケルトンの優先順位づけを正確に行うためには､このような特

性を2つ以上組み合わせて使用する。主要関係者に時|川がなかったら、ミーティングの

前にこれらの特性の価値を収集し､優先順位をつけておく。あなたは､評価プロセスか

ら結諭を導き出すためにリーダーシップを発揮し､主要関係将に対して､のちのプロセス

で結蓋の妥当性を確認する可能性を示唆し､現在の決定､その結果としてのペルソナ

が軌道に乗っていることを確認しなければならない。

峨後に行うべきは､会社にとって本当に大切なスケルトン(たとえば､ユーザーのカテ

ゴリーまたはサブカテゴリー)が欠けていないかを、主要関係将に砿鰹することだ｡不足

していたら､主要関係者が持つ知識と仮説をもとにして､足りないスケルトンを作成する。

このようにして追加したスケルトンも､優先順位づけのプロセスに含めなければいけない。

◎６．３主要ターゲットと副ターゲットを職別する

製品の主要ターゲットと副ターゲットを見分け､現在の股削．／開発プロセスを成功さ

せるために、煎要ではないスケルトンは取り除く。

次の､妊娠期:ステップ5では､今回決定したスケルトンの優先順位をもとにペルソナ

を作成することになるが､主要ペルソナの数が多すぎると､ペルソナはその強みと機能
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を失ってしまう｡そうならないように､優先順位の違いがそれほどなかったとしても､どの

スケルトンに焦点を当てどれに当てないかを明確に定義しておかなければならない。

優先噸位が高い順から3～5つのスケルトンを選び､内容を充実させ､ペルソナとして

完成きせる。

ターケットの識別は、手間のかかる話し合いや議議を経なければならない恐れもある。

だが､いま言っておかないと､開発プロセスになってもっと厳しい議論が起こることになる。

そうならないように､ここで股計の範囲を限定し､管理可能なものにする。

'７ ペルソナの妊娠期:ステップ５

◎７－１選択したスケルトンからペルソナを作成する

基本的なスケルトンを絞り込んだら､次に､個性と環境を与えるために具体的な細部

描写をデータとともに加え､スケルトンを充実させてペルソナを作成する。峨後に､物柵

的な要素と写真を加えるとペルソナが人間らしくなる。

スケルトンからベルソナを作成する際には､ペルソナの詳細を「雑本文排」にまとめる。

時Ⅲの制限や製品に対する必饗性に応じて､少数の主要ペルソナのみを作成してもよ

いし､より多くの主要ベルソナとMリベルソナを完成させることもできる。

時間とリソースを有効に使うには､般初に優先順位が高い主要なスケルトンを発股さ

せてペルソナを完成させ､その後､副次的なスケルトンに対して､必要雌低限の肉づけ

をしてペルソナにする。

◎７－２ペルソナの「基本文書」とは

本脊では､１体のベルソナに関わるすべての悩報の「入れ物」を「雌本文啓」と呼

ぶことにする｡蕪本文11$には､股iil･上の決定にllUわる怖報や､機能仕棟件､柵想文11、

ストーリーボードを作成するための梢概などが含まれる。
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ファクトイドへの豊宙なリンク

特定のデータに関する脚注やコメント

ペルソナのもとになった姻査レポートへのリンク

どの特徴がデータに基づくもので､どの特徴が仮説にも基づくものであるか､とい

うことの区別

●
●
●
●

基本文書が長くなったら、後から、兇出しと目次をつけるとわかりやすい。また、行

ペルソナについて基本文書をHTMLで作成する方法もある｡ＨTMLの文書にすれば、

開発中にチーム･メンバーと主要関係肴がアクセスできるし､リンクを加えて資料を整理

することもできる。

この時点で雛細な悩測を含めておけば､次のフェーズ３：「挺生と成長」川の作梁が

容易になる。「基本文書をどれだけ充実させるか｣｢どのようにチーム内で協力､分担し

て作成にあたるか」は､あなたとあなたのペルソナ･チームが決めることである。

時IIIjとリソースが人蛎に制限されている場合は､簡ﾘiな1ページの唯本文神か職歴

番スタイルの蕪本文排から始める。後から時|川ができたときにいつでも､梢報を追加す

ればよい。

図2.7に､簡略な基本文神である１ページのテンプレートと、履歴書スタイルのテンプ

レートを示す。
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基本文書は､特定のペルソナに関する完全な定義を含んでいるが､けっして難しいも

のではない｡蕪本文書は､ペルソナのゴールとチームの必要性に応じて1ページのもの

からもっと長い文蒋までさまざまである。また蕪本文排は､ペルソナのコミュニケーション

資料を作成するための悩報源ともなる。

完成したペルソナは､そのペルソナを定義する本質的な情報を含んでいなければな

らない｡本質的な情報とは､ゴール､役荊､行動､セグメント､環境､典型的な活動など

の怖報のことで､これによって中身が充実し､ユニークなペルソナになる｡また､本質的

な情報には､製品に関迎した愉報も含まれる。

基本文書に入れるべき菰目としては､以下のようなものがある。



図2.7ペルソナの基本文番テンプレート

真貼付

ベルソナ名

峠…御"…※
短い物語

(ペルソナが演じている

シナリオ）

データ出典や仮脱の

出所

ペルソナ名

ユーザー･クラス
写真貼付

またはセグメント

仕事､役割､活動（マーケットのサイズ、
二一ル飯要性を含む）
能力､技術､知識

個人的な詳細

データ出典や仮脱の
出所

1ページの基本文害(左)と履歴書スタイルの基本文害(右)のテンプレート。これらは、最も簡

略な基本文書である。時間とリソースが大幅に制限されていない限り､基本文番はもっと多く

の詳細を含むのが一般的だ‘,基本文書の作成に取り組む前に､独自のテンプレートを作ってお

くとよいだろう。そうすれば､文曹に含めるべき梢報の収集､追加作業を系統的に実施できるよ

うになる

◎７８基本文書に入れるペルソナの特徴を選択する

唯本文,11:に人れあIﾉ､I祥は、似IVIだけではなく、統合したデータやチームの1処kもけ

ばして決める｡スケルトンを作成した時点で､どの‘|､|州iを含めるかを戯I1xlして選択して

いたはずだ｡ここでは､それをもっと微庇する。顧客を理解し、製1MをＩＨＩ発するために

必要とされるすべての項11と'hiiWIを網羅する。それぞれの州報は､チーム･メンバーに

とって意味があり、i}MM柵1発のためには､また述った〃法で祇川されゐことになる‘，

雑本文課の出発点は､スケルトンである‘》行スケルトンのﾘ徴は､簡条!'}:きになってい

るはずだ．

次のステップでは､以ドの3つをもとに内容見出しをつける。

１２ｑ

●統合作業の結果であるクラスターのラベル

●製品分野やビジネスに関連した項目(たとえば､インターネット製品を開発している

場合は､インターネットの活用、使っている器材､インターネットの接続環境など

のセクションが必要）

●ベルソナ文寓に共血の見出し。現実的で調和がとれ､有益なペルソナの作成

に役立つ



前記2番目と3番目の項目については､次のペルソナの特徴のﾘｽﾄも巷噸する｡この

ﾘｽﾄは､基本文書の内容の一覧表やテンプレートとしても使用できる｡どの悩報がコア．

チームと開発チームに役に立つかを考えて､基本文香に入れる頂目を決める。

悲本文普に入れるベルソナの基本的な愉報は､次のとおりである。

①麓別情報の詳細

●名前､刑評き､簡単な税明

●年齢､性別

●キャッチフレーズ

●引用文(そのペルソナの特徴を一言で表すような文章を引用する）

●写典または､簡単な外見の描写

②役割と仕事

●会社名または業界

●仕事の肩書き､役割

●通常の活動

●その他の大切な活動

●苦手な分野､弱点

●責任

●他のペルソナ､システム､製品との関わり

③ゴｰﾙ

●短期的なゴール､長期的なゴール

●やる気

●仕事に関連したゴール

●製品に側連したゴール

●全般的(人生の)ゴール､志

●製品に対する希望

④セグメント

●マーケット･サイズと影響

●国際マーケットの検討

●入手しやすきの検討
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●一般的統計と分野別の統計

収入と蹄買力／地域または､市､州、国／教育レベル／配偶肴の有無／文化的

な悩報

⑤技術と知闘

●コンピュータやｲﾝﾀｰﾈｯﾄについての一般的な知識

●頻繁に使う製品と製品知識

●経験年数

●分野についての知識

●トレーニング

●特殊技能

●競争相手に1Mする謎識

⑥状況と環境

●器材(インターネット環境､使用しているプラウザとそのバージョン､オペレーティン

グ・システム）

●「ある１日」の説明

イ|:ﾘＩのスタイル／典型的なlⅡの時IIIjWリ

●特定の使用場所

●一般的な仕事､家事と娯楽

●ほかのペルソナとの関係

⑦心理学的､個人的な詳細

●個性

●価値観と考え方(政治に対する意見､宗教）

●恐れ､障沓､不満の種

●個人所有物(車､小剛、子機器）

※このﾘｽﾄの一部は、ペルソナの属性を詳細に説明したマイク･クニアフスキーの

｡ﾑs腰rI戒IｇめどＺ“J･＆ｮ“"ig”e(｢ユーザー･エクスペリエンスの観察(未訳)」

[Kuniavsky,2003])から改作した。
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図２．８３１のペルソナ･サンプルにおけるベルソナの特徴の肥職頻煙

基本瓢頑

名 前 ９０％名 的９０％

写真ﾉイラスト ７１％

キャッチフレーーズ(最重要点を示すﾀｲﾄﾙ） 39飴

ユー ザー区分/ｾｸﾞﾒﾝﾄ１３２％’ユーザー区分/セグメント ３つ￥

個人備報

年齢

恐れ/障害

勤槻/志/ゴール

居住地(市/州/国）

結婚歴/家族屋

趣味/娯梁/交際

牧尚

照腕の脱明/家庭

ペルソナ:二含まれるその他の個人情報

は．回答;木､障害者保証受給者につ

いての現在の考え､SSAプログラムの知

識､使用状況(例:在宅勤務､短時問の

会識､図書館の使用､隣人､ヨンビュー

タ、日々の生活スタイル､症状、障害状

況､旗族の醐明､性別)、他の人との間

係とその脱明く例:兄弟）

個人的な特色

車/主な個人所有物

Ｅメールアドレス

社会的．政治的見解

84％

７５％

67％

６１％

５５９

５５９

４５

1２

４２％

32％

23％

１３％

１０％

外見の説明１０％１０％

その他

製品との関わ1J/製品に対するI銅し澄旦

ﾏー ｹーｯﾄ･サイズ､支出/購買と影習力

(ベルソナの重要性と優先頂位の指針）

シナリオ製品または製品の機能を便っ

た作繋の流れ

対外的配慮

裏づけとなる卿壷参考資料

アクセスのしやすさ障害に対しての考

服

そのほかには。回答：ペルソナのタイプ主

要、副、アンチ･ペルソプ･を識別する、１

人のペルソナを対欺とした設計がどのよう

にその他のクライアントに影響するか､ｸ

ライアントの役に立つか

８３％

50％

４５％

３３％

２９％

2５

１７％

仕調に間わる怖細

典型的な瞬脚 ９２艶典 型 的な活動９２％

同書き

ゴール

仕事の説明/騒責

会社/撲界

挑戦している分野/う:k<いかないこと

間隙の介入

仕那のスタイル

典型的な仕那日／１日の時間割

主な能力/技術

プロフＴツショナル息職

辻 ついてのコメンＩ

職M１ /継賊

職嶋の描堺成果物

会社の患兇

騒埋の写貝/スケッチ

給与

そのほかの仕耶間迩の情報は。回答:地

岬的分野､現埋耶脳所の交通屋と作禦

負間、クライアントのタイプ､抑'１１職か一

般蕊脇か

８４％

８１％

74％

６５％

６１％

６１％

６１％

５８

５８

５５％

５２％

4５

３２％

２９％

１９％

１０％

３％

コンピュータ･テクノロジーの利用方法コンピュータ･テクノロジーの利糊万法

コンピュータ/ｲﾝﾀー ﾈｯﾄの利用

ソフトウェアノプログラム言認

テクノロジーについての意見/態度

ﾊｰドｳｪｱの仕様/器財､ﾃｸﾉﾛジｰ

の使用

ＩＳＰ/接線辿侭

そのほかのテクノロジー間連耶項は。回

答:仕顎に使用しているツール、分野での

経験､インターネットを使用する時間輔、

使用している賎合製品となぜ競合製品を

仙用しているのか。使用している小型謂

子槻器およびなぜそれ噌仙用しているのか

５８％

５８％

６８％

４５％

８３％

５０％
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ペルソナにどの愉報を含めるかを決める参考として､過去数年間に収集した数体の

ペルソナの簡単な状況分析を図2.8に紹介している｡これは､ソフトウェアまたはウェプサ

イト製茄もしくはウェプサイト･サービスのような､異なる業界の多撒な製品のために作成

されたものだ｡これを紹介した目的は､ほかの人たちがペルソナにどのような情報を含め

ているかを見て､これまで考えに入れていなかった事柄に気づいてもらうことにある。

図２８は､多数のベルソナを分析して得られたペルソナの雌本的な特徴の出現頻度

を示している｡この分析は､異なる会社の異なる製品のために作成された31のペルソ

ナ･サンプルを対象として実施した｡この図では､ペルソナの特徴を上位カテゴリーであ

る「基本事項｣｢個人悩報｣｢仕事に関わる情報｣｢コンピュータ･テクノロジーの利用方

法｣｢その他」に分類し､カテゴリー内での頻度順に並べている。

図2.8はペルソナに含める愉報を決定するための方ｲドとなる。

製品のニーズに応じて､どの憎報を含めるか､あるいはここに現れていない悩報を含

めるかどうかを決めるとよい。

◎７－４ファクトイドをスケルトンに転記する

スケルトンは､各ペルソナの韮本文書を作成する際にテンプレートとして使用できる。

各ｽｹﾙﾄﾝには､同じ形式の見出しがついている｡図2.9のように､ﾌｧｸﾄｲドを関連す

るセクションに転記していく。ファクトイドを多く含むセクションがあっても､ほとんど空のｾ

ｸｼｮﾝがあってもかまわない。

◎７－５コアとなる特徴に具体的に霞き換える

ファクトイドをスケルトンに転記した後に､スケルトンをより綴密なペルソナに展開するの

はそれほど難しくはない｡スケルトンのﾌｧｸﾄｲドを､具体的なJIF実や熟語､文､段落に

世き換えていけばよい｡これ以IMIのステップでは､大半のﾌｧｸﾄｲドを特定の値というよ

り､範囲を持つ値として扱ってきた。

たとえば､ﾌｱｸﾄｲドでは「年齢25～35歳｣｢親｣｢フルタイムで働く」などと記述され

ている。評価プロセスで実際のデータからできるだけ離れないようにするために､このレ

ベルの抽象性を愈図的に保ってきたからだ。
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図２９スケルトンの例

図2.10は､例き換えの具体例だ｡左側にあるスケルトンの見出しとファクトイドを､右側

にある基本文祥の具体的な概要のように慨き換える。

ファクトイドを詳細な記述に価き換える際には､ファクトイドをコピーして基本文杏にコメ

ントや脚注として入れておく｡これにより、蕊本文将の記述をユーザー･データで喪づけ

られるからだ｡裏づけを示しておけば､追加の捌森が必要な箇所もわかる。調査すべ

ベルソナスケルトン：

男の子、年齢１０～１３歳

学校でのコンピュータの使用

●学校の教室やコンピュータ室で､コンピュー

タを使うことができる

ｏファクトイド

ｏファクトイド

○ファクトイド

●コンピュータに関連する課題が少なくとも週

に１回ある

Ｏファクトイド

ｏファクトイド

●学校でのコンピュータの使用はつまらないと

思っている

Ｏファクトイド

ファクトイドを逐次スケルトンに転記してまとめる。この作紫によってペルソナに関係するすべての

摘報がスケルトンに築稲され､ベルソナ基本文宙に発展する

●
●
●

●

ここでは､スケルトンから鵬本文書を作るために､ﾌｧｸﾄｲドを具体的な特定の値に世き

換える。次が､その例である。

｢ﾌﾙﾀｲﾑで働く」を､特定の仕駆､銀行の窓口係､デパートのマネジャー､学

校の先生などと皿き換える。

｢親｣を､父または母と瞳き換える。

｢70％の女性｣を､ローラ､ダイアン､アイリーンなどに画き換える。

｢大都市に住む｣を､シカゴ､ロサンゼルス､ヒューストンなどに固き換える。



図2.10スケルトン(左)は基本文書(右)に置き換えられる

■スケルトン

親

統計データ：

･家に2つのコンピュータを持つだけの財政的
余裕がある人々は､大都市に住む傾向がある。

･その他

仕事：

．鯛盃した85％の親が､ホワイトカラーのフルタ

イムの仕取をしている。
･その他

両親のゴール､不安､、望：

･母親は父親より､子供のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上での

行動を心配している。

■基本文害

アイリーンパスキーツ、子育てに熱心な厘

侭要：

アイリーンは､ヒューストン郊外に夫エマニュ

エルと5歳になったばかりの－人息子､プレス
トンとともに住む。

アイリーンは､バンクオブアメリカの地元の支

店のマネジャーとしてフルタイムで働いている
が､同時にプレストンの日々の行励にも多大
な注意を払っており､仕車中にプレストンに会

うこともある。なぜなら……。

参照データ

1.母親は父親より､子供のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で

の行動を心配している。

2.家に2つのコンピュータを持つだけの財政
的余裕がある人々は､大稲市に住む傾向

がある。
３墾査した85％の親が､ホワイトカラーのフル

タイムの仕事をしている。

き項目があったら､坐本文稗にその旨を記戦しておく｡多くのデータを参照したペルソナ

ができあがる頃には､鵬本文排も質の高いものになっているはずだ。

◎７．６厳密な描写はかえって正確さを欠く

多くの場合､データの正確さはそれが伝える範閉に依存している｡このため､厳密な

描写をすることで､ある意味では正確さを欠くこともある。

たとえば､カテゴリーが卯性と女性を含んでいたとしよう。カテゴリー全体を代炎する

唯一の個人を描くために､男性か女性いずれかのべルソナを作成したとすると､それは

カテゴリーを正確に表すものではなくなってしまうということだ｡正確ざを保つためには､カ

テゴリー全体の微妙な兼拠までも表現しようとせずに､適切で意味のある値を使う。

ベルソナに含める群細りp1Kを遡択していくにつれ､特定の人物像がクローズアップさ

れてくる。これは､ユーザーのカテゴリーやサプカテゴリーのおおまかな記述から､ある
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ペルソナの繊密で詳細な描写へと移行しているということだ｡描写を詳細にしていくに

従って､経験に基づいた想像をして､ストーリーを加えていく。ストーリーの一部は収集し

たデータと関係があるが､IMI係しないストーリーもある(ここで仮説を立てたことは､根拠

や真偽を判断すべき捌森項Hとして記録しておく)。

データと､ユーザーのカテゴリー､サプカテゴリーを製品のユーザーの周辺を取り囲む

情報だと考えてみよう｡これは「近所の人」のようなものだといってもよい｡ペルソナの作

成では､この「近所の人」を描啄する｡実際の生活と同じように､近所の人はとても近

いところで生活しているが､それを描写したペルソナは､近所のすべての人の性質を代

表するものとはならない。

ペルソナの説明を醜んだだけでは､誰もその背後にある複雑なデータを読み取ること

はできない｡しかし､ペルソナに､コミュニケーションで使うデータの代役を聯めさせること

はできる。

タウンミーティングを例にとってみよう｡タウンミーティングでは､各地区から住人の代表

として1人参加できる。１人の代表者がその地区のすべての人々の統計的な属性や態

度､要求､希望などを正確に伝えることはできないだろう。しかし､代表者は隣人全員

の要求の股爪要点は伝えられる。

このように1人の代表将が隣人たち全体を代弁できるのと同じように､ペルソナもデー

タを代弁できるのである。

●迷ったときには、繊密で印象的な特徴を選ぶ

ペルソナの個別の特徴は､データの範囲内にあり､データや澗従結果を根拠とするも

のから選ぶ｡データ範囲の中間値を選んでもよいが､必ず中側値でなければならないと

いうものではない｡妥当で儒栽でき､意味のある値を選べばよい｡ただし､何らの操作も

加えずに､そのままでｲi効な伽でなければならない。

この作業のゴールは､適切なペルソナを作成することだが､ベルソナは記憶に残る印

象的なものでもなければならない。

覚えやすいペルソナにするために中間値から離れた値を選ぶというのも１つの方法で

ある。
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◎７ｈ７物梧的な要素を盛り込む

簡潔なスケルトンから現実的で魅力のあるペルソナに仕上げるためには､物語的な

要素が不可欠である｡ペルソナがどのような印象を与え､どのように行動するのか｡ペ

ルソナは何ができて､何ができないのか｡ﾌｧｸﾄｲドと特定の詳細を､小説のように相互

に影響を及ぼす一巡の行動と出来事に変換する｡そして､人々 と､物とシステムとの相

互作用を示す。

ペルソナ文排のストーリーは､通常､第三者の立腸で能動態の形式で記述する。

以下に､ストーリーの例を紹介する。

タナーは9歳で､公立モンゴメリー小学校の4年生である。彼は、イリノイ州シカゴ

郊外に父親と母親(シェーン･トンプソンとローラ･トンプソン)と住んでいる。タナーは

幼稚園や学校のコンピュータを使っていたが､２年前から家でもコンピュータを使って

いる。６カ月前に家族がAOLと契約したので､家からでもインターネットにアクセスでき

るようになった。タナーは運動が好きだが(スケートボード、自転車､庭や近所の小川

で遊ぶこと、団体スポーツに参加すること､など)、コンピュータを本当に楽しいと思っ

ていて､テレビよりコンピュータのほうが好きだ｡彼はコンピュータを使ってゲームをした

り､ﾈｯﾄサーフィンをしたりするが､時々は学校の勉強のための鯛べものにも使う。い

ま､彼が一番好きなゲームは､おじさんが誕生日にプレゼントしてくれたくシムズ２＞で

ある(パパとママはたいてい､教育的なゲームしか買ってくれない)。彼は､＜ローラー・

コースター･タイクーン３>も大好きだ｡パパは､＜NBAライブ2005>などのコンピュー

タ･スポーツゲームが好きなので､時々タナーも一緒に遊ぶことがある。タナーは､＜ゲー

ムボーイ･カラー＞も持っていて､新しいゲームを買うためにおこずかいを貯めている、

でも､彼の両親は、１日に30分だけしかゲームボーイで遊んではいけないと言っている

(両親はタナーに｢ゲームポー ｲは脳をだめにする｣と画っている)。

ストーリーを書くことは、躍初は難しいかもしれない。ペルソナ作成のこの部分は､想

像力とひらめきが必要だ｡コア･チームにライターがいたら､この部分の作業を頼むとよ

いだろう。

ストーリーを瞥くには､蚊初に箇条書きのファクトイドを文章にし、次に状況やそのほか
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の特徴､目的､行動､出来事を加える｡行き詰まったら､フィールド調査の結果やそのほ

かの定性データによる､ナマの覚書や観察記録を見直してみるとよい｡そして､逸話や

実際に起こった耶件を使ってペルソナのストーリーを深めていく。

●現実を観察してディテールやストーリーを導き出す

ペルソナに物語的な要素を磯り込む段階では､確かで正しいデータや観察､現実の

世界から､主観的で「縦も妥当と想われる推測」の怖報や作り詰の世界へ移行してい

く｡つまり､データから派生したものではないディテールをペルソナにつけ加えるのである。

この段階では､不安を感じることもあるが､楽しく感じることもあるだろう。

ペルソナを現実的なものにするには､その背景や周辺状況も必要だ｡現地視察やそ

の他の調在でユーザーを観察した結果得た情報をプロフィールの適切な値や特徴とし

て利用する｡これにより､創造力を要する作業がﾗｸになるし､ペルソナを作成するチー

ムの中での意見の不一致も解消できる。そして､ペルソナに佃恩性を与えることもできる。

◎７ｂ８ステレオタイプには注意が必要

ペルソナにステレオタイプや常織､文化的知識などを使いたいこともあるかもしれない

が､これには注意が必要だ。

次の例で､抽象的なプロフィールから特定の詳細へ､そして既成概念あるいは文化

的現象への移行に側する注意点を検対してみよう。

イボンヌ･チャンドラーは､夫、ウィリアムと2人の子供たち、コルビー(7歳)とオース

テイン(13歳)と一緒にシカゴ郊外に住んでいる。イボンヌは､子供たちが学校に行く

ようになったのでパートタイムで働いているが､常に送り迎えの当番や学校後の子供た

ちの活動に合わせて(彼女は｢サッカー･ママ｣になっている)、仕事のスケジュールを

立てている。彼女は､ものすごく忙しいと感じてはいるが､子供たちがさまざまな機会に

出会ったり、学習体験を得たりすることを望んでいる。彼女はまた､子供たちの活動か

ら家で開くパーティまで､生活のいろいろな面で、「隣人に負けたくない｣というプレッ

シャーを感じている。子供ができる前､イボンヌは彼女の髄すパーティのおかげで､ご

近所の｢マーサ･スチュワート｣として知られていた。彼女は､もっと人をもてなしたいと
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思っているが､いまは､子供たちに追われて忙しすぎる。

郊外に住むあなたが､たまたま､郊外に住む母親であるユーザーのペルソナを作成

すると、自らの維験をもとに､このように「典型的なサッカー･ママ」または「マーサ･ス

チユワート･タイプ｣といった詳細をつけ加えたい気持ちに駆られるかもしれない｡しかし、

どちらの表現も､ステレオタイプや強力な文化的偶像を使用することによる危険が伴っ

ている。「サッカー･ママ」というステレオタイプは､非術に印象的ではあるが､ペルソナ・

プロジェクトにとっては逆効果だ。

たとえば､あなたの会社の人で､同様の立珊にあり自分自身をペルソナの中に見出

す人がいたとしよう。その人はおそらく、「サッカー･ママ」という言葉に反応して意欲を

失ってしまうに述いない｡彼女は､自分自身を「サッカー･ママ」とは思いたくないからだ。

また､会社内には､「サッカー･ママ」と郊外型の生活を快く思っていない人もいるかもし

れない｡あなたが同僚に､毎Hの作業にペルソナを使川するように頼んだとき､この嫌悪

感は障害になる可能性がある。

同様に、「マーサ･スチュワート」は､一般的にかなり強いイメージを呼び起こす｡少な

くとも北米では､否定的または竹定的のいずれかに片よりがちだ。

ペルソナの使用は､社会政治学的問題を表面化させることさえある。各ペルソナは、

性別や年齢､人祖､民族性､家族または共同生活の取り決め､社会経済的背景､仕

事や家庭の環境などを持つ｡また､これらのすべてを直接ペルソナの描写に含めなくて

も､ペルソナに使う写典がこのような詳細を陪示することもある｡このことは､ユーザーに

対する仮脱に側する腿拙を促したり､チームが持つこれまでの腿識を変えることになる

かもしれない。

ジョナサン･グルーデインは､「ステレオタイプは非術に強い影響を与えるので注意しな

ければならない｡なぜならば､ステレオタイプは、自然に人間の持つ豊富で複雑な性格

とは典なる一面的な性格を作り上げてしまう可能性があるからである」と唱えている。

さらに、レーン･ニールセンは、「ステレオタイプはチームメイトによって自然に形成され、

設計プロセスにおいてはその扱いは難しい」と唱えている｡そして､このステレオタイプ

に打ち勝つには、「共感を呼ぶためにユーザーの性格を多面的に捉える必要があるの

で､ユーザーの眠党と知職を知ることが必要である｣[Niclsen,2003b]と荷っている。
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◎７－９感情的反応を引き起こす詳細にも注意

ステレオタイプのほかにも､強い反応を引き起こす愉報がある。たとえば､「ﾌｲﾘﾂブ

は､股近離蛎し､子供の推育橘をめぐって争っている悩める父親である」という描写を

したらどうなるだろう。

このように表現することで､どのように子供と接しているかの大切な悩報を得られるだ

ろうか｡この悩報は紀憶に洩り､データを深く考噸しているものではあるが､これによって、

設計のﾀー ｹｯﾄとしたペルソナが効果をあげられるだろうか。

ステレオタイプ的な迎想をさせたり､強力な個人的反応を引き起こす梢報は扱いに注

意する。どう扱ってよいかわからない場合は､ほかの人々 が､ペルソナを特定のゴール

やニーズ､興味を持つ実在の人物とみなすようになるディテールを週択する｡政治的正

当性より現実性を優先し､期待を裏切るような配役は避けなければならない。

一方で､人々の共感をペルソナ･プロジェクトに集めることに役立つのであれば､型

を破ってもかまわない。たとえば､アラン･クーパーは、この問題について、「すべて

が同じであれば､私は､汎なる人種､性別、国籍､皮潤の色を使うであろう｣(前掲書

[Cooper・'997])と述べている。

●関連しないディテールは入れない

ストーリーは､適当な長さに抑えることが大切だ｡ペルソナの描写は､小説とは違う。

チームメイトの関心を引き､なんらかの背景と周辺状況を提供することが側的なので､ス

トーリーには関巡しないディテールは入れないようにする。

作成したディテールの中には、製品の設計／開発に関係があるものも､まったく関係

がないものもある｡ペルソナが「シカゴに住む」とか「結婚して１０年になる」といったこと

は､設計上の決定になんら影郷を及ぼさない｡しかし､一見したところまったく関連がな

さそうなディテールにも愈味がある。こういったディテールを記述するＨ的は､ペルソナを

人間らしくすることである｡つまり､信恕性があり記憶しやすいものにするということだ｡こ

のような「関連のない」内容は､料理をするときの塩や胡槙のようなものだと考えればよ

い｡調味料の使いすぎは料理の味を損なうので注意しよう。

投叶／開発にIIU辿しないディテールを入れる品を変えた3つのストーリーを紹介しよう。
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①少なすぎる例

タナーは3時15分に学校から家に帰り､家に蒜いたことをママに冠話する｡彼は､マ

マが州ってくるまでコンピュータケームで遊び､テレビを見て過ごす。

②ちょうどよい例

タナーは学校が終わるとバスに乗り、３時１５分に家に軒く｡彼のママ､ローラはまだ仕

事場におり､タナーは彼女に言われている毎日の日課に従って､彼女に電話し､無事に

家に薪いたことを知らせる｡その後､ﾘｭｯｸｻｯｸを玄関の床に投げ出して､直ちに届

lMjに向かう。数分後、彼はテレビと家腿用コンピュータをつけ､この時間に放送される

大好きなショーを見ながら､オンラインで友達2人とﾁｬｯﾄをしつつ､彼がそのときに気に

入っているｻｲﾄのインターネットゲームで遊ぶ｡彼は､ママが帰って来るまでの「自由時

間」が45分川しかないことを知っている。

③鮮細すぎる例

タナーは､学校が終わるとバスに乗り､３時15分に家に州り蒜く°彼は､テレビアニメ

の「シンプソンズ」を思い出させるので､バスの運転手が好きだ｡パートタイムで仕事を

しているローラは､まだ仕事場にいる｡彼女は週に3日川､午後4時まで働いている｡彼

女は､タナーが放裸後に家に1人でいること､特に学校からの帰路を心配している。タ

ナーが家に新き､彼のⅡ課に組み入れられている､無耶に家に藩いたことを彼女に知ら

せる電話で彼女の心配は多少収まる｡タナーは､中身を床に少し散らしながら､リュック

サックを玄関の床に投げ出し､直ちに居間に向かう。数分後､彼はテレビ(ソニーの34イ

ンチトリニトロン｡ものはよいが古い)と家族で使うコンピュータをつけ､この時I川に放送さ

れる大好きなショーを兇ながら､オンラインで友達2人とﾁｬｯﾄをしつつ､彼がそのときに

気に入っているｻｲﾄのﾌﾗｯｼｭを使ったｲﾝﾀー ﾈｯﾄゲームで遊ぶ｡彼は､ママが帰っ

て来るまでの「自由時間」が45分間しかないことを知っているので､この遊び時間を股

も有効に使う。ローラは､道が混んでいたので少し州宅が遅くなり、タナーが玄関を散ら

かしたことに少しいらいらしている。彼女は､タナーに早く宿胆をするようにガミガミ首い

始めた。

ここでのゴールの１つは､ペルソナを記憶に残る魅力的なものとすることだ｡だが､閲

迎のないディテールを記述することが社内の人のやる気をそく・ことがあることに注意する。

人々が何に共鳴するのか､彼らが何を話し合うことが好きなのかを考えるべきである｡あ
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る会社では､ペルソナが所有する車によって､ペルソナを本当に現実的で実際に存在

するかのように見せることができた｡ユーザーのキャッチフレーズやユーザー･クラスに依

存する会社もある。

結局のところ､どのようなペルソナであっても､名前と写真が股も妃憶に残る｡名前や

写真は､コミュニケーションを円滑にする｡このように､チームメイトがペルソナを記憶す

るのに役立つ辞細は､追加したほうがよい。

ストーリーは､ペルソナの韮本文瀞のすべてのセクションから僻き起こす必要はない。

セクションによっては､筒条蒋きや表のような概要を示す形式で残すほうがよい場合もあ

る｡経験上､基本文蒋の概要や「１日の生活」の描写､ペルソナのモチベーションや不

安､願望などを描写するのにはストーリーがふさわしい｡逆に､ゴールや知識､技術､器

材や環境などに関するセクションは､箇条啓きにしたほうがよい。

◎7-1Ｏ新しいデータや情報を追加していいか

スケルトンに肉づけをして雅本文醤を作り始めると､その作業を止めるのが難しいと感

じるはずだ｡新しいデータを見つけては､ペルソナに新しい梢報を盛り込みたくなるから

だ｡これは結柵なことではあるが､社内におけるペルソナの共布や「縫生」を妨げては

意味がない｡どこかの時点で､各ペルソナにはもはや十分な情報があり､次の段階に進

む準備ができていると判断しなければならない。

蕪本文書は､フェーズ３:｢挺生と成長」期とフェーズ4：「成人」期の活動をサポート

するための「地附ができている」といえる程度に完成していればよい｡とはいっても､悩

報を追加し続けてはいけないということではないので､責任者を決めて､新しいデータや

情報を取り入れるようにする｡これについてはフェーズ3で説明する。

◎７．１１ベルソナに写真やイラストを入れる

ペルソナが本物らしく見えるには顔が必要だ｡ペルソナの写真やイラストは､チームの

メンバーがペルソナを僧頼したり、ペルソナが特定の1人を描写していることを理解する

のに役立つ。とはいえ、どんな写真を使用するかはなかなか難しい｡写真やイラストは、

ペルソナの受け入れられ方に大きな影響を与えるからだ。

ﾌｪー ズ2:『受胎と妊娘」皿客の｢骨格｣を理解する１３７



写真は､単にペルソナの顔を表すだけではない｡モデルの服装、表愉､活動そして

全体の梯子は､写真の背鍬とともにペルソナの特徴を決定し伝えることになる｡そしても

ちろん､この耶実(つまり､写典がペルソナの特徴を決定し伝えるということ)を利用して

もよいし､これに対抗してもかまわない。

これについては､以降の項でさらに説明する。

●ストック・フォトは使用しない

既存の写典米材を提供するストック･フオトサービスを利用すると､その写典に写って

いる人々 がプロのモデルのように見えてしまう。写真の出来栄えがプロフェッショナルすぎ

て､ペルソナがすばらしく見えてしまう(図２．１１参照)。

こうしたストック･ﾌｫﾄは「ありもの」であり､モデルの背景や橘助、表怖をコントロー

ルすることはできない。また、次のフェーズ3でも脱IⅢしているが､IljIじモデルのいろいろ

な写典があったほうがよい。しかし､ストック･ﾌｫﾄでは通常､同じモデルの写真はl～２

枚しかないものだ｡さらに、同じ会社内で､あるチームのペルソナで使用した写典素材

が､偶然、別のチームで異なるペルソナで使われている可能性もある。また､ペルソナ

に使ったIIjlじ写典が､雑誌や蒲板に砿場してしまうかもしれない。

そこで､既存の写真素材を使う代わりに､ペルソナのように見える知人を見つけて搬

影するといい。「知人の知人」の写真は親しみやすく､真実味がある(図2.12参照)。モ

デルとして､近所の知人を使えば､必要に応じて追加の写真も撮れる。自分で写真を撮

ることにしたら､主要ペルソナを決めた瞬川からモデルとなる知人を探し始めるべきであ

る｡が典の倣影r１体は１時Ⅲjくらいしかかからないが､ペルソナに適した願を兇つける

には時川がかかるからだ。

独自のモデルを見つけられなかったり､独自の写真撮影ができなかったらほかにも方

法はある｡たとえば､アマチュア写真家が写典を共有するstock・xchg（ｗｗｗ・sxchu）

などのウェプサイトを利用することもその１つだ｡気に入った写真があれば､無償で使川

できるし､写真家に連絡して同じモデルの写真をもっと依頼することもできる｡また､有償

のオンラインの写真集から､適当な写真を兄つけてもよいだろう。

ウェプサイトヒの写真を利用するときには､どのように使えるか､契約を細'1にわたって

検村すること‘,使用条件を無視すると､トラブルが起こる可能性がある｡たとえば､「特

定の活動には、１００コピーまでしか使ってはいけない」とか、「会識などの資料として配
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図2.12近所の人

る場合は､教育的目的に限る」といった使用条件のものもある｡このような条件は､著

作椛法をもとにした．般的な「公IEな使用」条項であゐ‘どの写真を使う場合でも､仙

川,il:''1.,illiのコピーを,仙触として伽す。

図２１１ストック･フォト
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●写真の代わりにイラストを使う

写真のほかに､イラストレーターにペルソナを表現するためのスケッチを描いてもらう

方法もある。

スケッチは､写真よりも現実味に欠け信頼性が薄いかもしれないが､よい点もある｡ス

ケッチならば､ペルソナがそっくりそのまま解釈されるのを避けられる。さらに､スケッチが

どのように見えるか､ペルソナが何をしているところをスケッチで表すかなどを自由にコン

トロールできる。

●写真やイラストを審査する

写真やｲﾗｽﾄ､モデルについては､審査を行う｡チームメイトに､どの写真､どのモデ

ルをペルソナに使ったらよいか愈見を聞く｡これにより､イメージの遡択に賛同が得られ、

広く受け入れられるようになる｡逆択するモデルは魅力的でなければならないが､スー

パーモデルではなく、誰からも好かれ､親しみやすく､信頼できる外見を持つ人にする。

できれば､感じのよい表情を浮かべた写真がよい｡ベルソナの写真は長い間使用され

るので､よい製品を作る気にさせるようなものを選ぶ。

◎７bl2ベルソナに名前をつける

ペルソナの名前は､写真やイラストと同じくらい重要である｡ペルソナの名前はすべて

の人が知り、記憶するので､注意深く選択しなければならない。

以下に､ペルソナの名前をつけるときのルールを紹介する。

1４０

●チームまたは社内の人物の名前を使わない。

●有名人の名前を避ける。

●否定的な暗示を与える名前を避ける。

●ユニークで特徴のある名前を使う。

●覚えやすいように工夫をした名前をつける。

たとえば､「熱心な人･enthusiasts.｣「現実逃避者･ostriches･｣「初心者

．､eophytes"」というセグメントに対してペルソナを作成していたら､各セグメン

ト名の頭文字を名前に使ってみる。熱心な人にはエディ"Eddie庫､現実逃避者


