
にはオマー"Omar扇､初心者にはﾅﾈｯﾄ゙ Nanette"という具合だ。

注意を喚起し､紀憶に弧る名前が思いつかなければ､赤ちゃんの名前サイトを参照

するとよい｡また､ペルソナの年齢が異なるときは､その年生まれの人に多い名前をつけ

てもよい。

名前をつける作業は､社内のより多くの人に関わってもらう｡そうすれば､人々 に共感

を与えるよい希前をつけられるし､早期に多くの人がペルソナに関われるという2つのＵ

的を達成できる｡具体的方法としては､各ペルソナの名前の候補を挙げ､「誕生」活動

中に全側に投票してもらう。

●名前とキャッチフレーズを組み合わせる

名前とキャッチフレーズを剛を蹄むように組み合わせると､ペルソナを覚えやすくなるし、

区別しやすくなる。

韻を蹄んだ名前とキャッチフレーズの例としては､次のようなものがある。

●「ﾄビー ､典型的なティーンエイジャー"TobylheTypicaITeenager･」

●「アビ､澗極的なアドﾐﾆｽﾄﾚー ﾀ"AbetheActiveAdministrator'，」

●「ｺﾆー ､良心的な消費者℃onnieConscientiousConsumer''」

キャッチフレーズだけでなく､仕耶の吋瞥きの略称をつけ､名前に意味を持たせる。こ

のようにキャッチフレーズを使って､各ペルソナの速いや特徴を際立たせるのはよいこと

だが､「ファイリングの女神｣｢整理魔」などのように､潜在的に攻撃的な意味を持つ言

葉を選ばないように桃意したい。

攻撃的な意味を持つかどうかのﾁｪｯｸは簡単だ｡自分がそのキャッチフレーズをつけ

られたら不愉快だろうか､を考えてみればよい。
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'８ ペルソナの妊娠期:ステップ６

◎８－１ペルソナを評価する

これまで､綱森したユーザーの代役となるベルソナを作成することに多くの時間を賀

やしてきた｡その紡果､具体的な悩報を豊富に持ち､その人物像をイメージさせる写真

と意味のある名IMIも持つようになり､ペルソナはすばらしいものになった。

主要関係者がこのペルソナを評価し終わると､ターケット顧客群が確定したことになる。

しかし､苦心して収典したデータがペルソナに反映されているかを咽べるにはどうしたら

よいだろう。

ペルソナは､いろいろなデータ･ソースからのデータ､たとえば､経験的な推測、仮説、

事業戦略によって､一次･二次ソース､古いもの､新しいもの､定妖的なもの､定性的な

ものなどのデータを融合して作られている｡ペルソナを作成するには､データの要点をつ

なぎ合わせるわけだが､中にはうまく組み合わせられないものもある｡組み合わせられな

いデータには､直接比較できないものもある｡そこで､評価が必要になる。

ペルソナを評価するステップのゴールは､性格を決め､具象化し､物語的な要因を加

えたペルソナが､もとのデータからかけ離れていないことの確浬である｡データを反映し

ていなければ､ペルソナが１K確だとはいえない｡また､少なくともデータの中から兇出し

たﾀｰｹｯﾄ･ユーザーの本質的要点を反映していなければ､ペルソナを作成する意味

がない｡作成したのが簡易ベルソナである場合は､組織内の仮説を本当に捉えている

かどうかを確認しなければならない。

ペルソナを評価する方法としては､次の5つがある。

1４２

1.もとになったデータ･ソースと比較して､ペルソナを肝価する。

2.ユーザーに近い専門家に､ペルソナの評価を頼む。

3.各ペルソナの代衷的なユーザーに、自分にあたるペルソナを肝価してもらう。

4.「実態鯛査」のための現地視察を実施する。

5.大量のサンプルによる世醗調査またはインタビューを実施する。



この5つの方法のうちのいくつかを使ってもよいし､ほかにもペルソナを評価する方法

はある。

◎８－２もとのデータにさかのぼってチェックする

詳細な記述とストーリーでペルソナを拡弧してきたところで､コア･チームとの短いミー

ティングを実施して､全員でキーとなるファクトイドのもとになったデータ･ソースの見直し

を行う。

定性調査の筆記記録やプロフィールがあったら､これを集中的に見直す｡もとのデー

タを見直しながら､コア･チームのメンバーに､完成したペルソナにデータ･ソースと矛盾

すると思われる点があるかを判定してもらう｡そして､発見した矛屑が容認できるか協識

し､できる限りペルソナがデータ･ソースをきちんと表現するように修正を加える。

◎８－３ターゲットをよく知る人に評価してもらう

ターケット･ユーザーをよく知っている人に､作成したベルソナを見てもらうのも一案で

ある。その分野の専門家で､あるユーザーと直接の接点があるが､ペルソナ作成に関

わっていない人を探す。たとえば営業や製品サポート･エンジニア、トレーナー､フォーカ

ス･グループのまとめ役､ユーザビリテイ･エンジニア､民族学肴など､ユーザーの調査を

行った人々が適任である。

既存製品の再設計を支援するためにペルソナを栂築しているのであれば､既存の

ユーザーと近い関係を持っていて､ペルソナの評価に協力してくれる人物が社内にいる

かもしれない｡営業チームやサポート･チームのメンバーが候補になる｡彼らは､ペルソ

ナが自分たちの毎日接しているユーザーを思い起こさせるかを指摘できるはずだ。

また､マーケティング･チームもペルソナの評価メンバーに適している｡しかし､マーケ

ティング･チームが業務上でﾀｰｹｯﾄとしているのは製品の聯入者であって､利用者で

はないことは念頭に置いておかなければならない。

このような専門家に蕪本文書を銃んでもらい､彼らが経験上知っているユーザーとの

述いを指摘してもらう｡そして､ベルソナがもとのデータと専門家の観察の両方に合致す

るように修正を加える。

ﾌｪｰス2:幅壁軽頃」願客の｢骨格jを理解する１４３



◎８－４実際のユーザーにペルソナを見せる

シンプルだが､もう少し厳しいベルソナの評価方法として､ペルソナが代弁している実

際のユーザーに､そのペルソナを見せる方法がある。

たとえば､銀行の窓口係のペルソナを作成したら､それを実際に銀行の窓口係をやっ

ている人に見せる｡ペルソナのゴールが､典型的な銀行の窓口係のプロフィールを作る

ことだと説明し､その愈図に沿って､ペルソナが｢正しく見えるか｣を知りたいと伝える。

維験上、１体のペルソナにつき、実際のユーザー５人くらいに見せるとよい。ほとんど

の場合､最初の3～4人に評価してもらった時点で､コメントがかなり重なっていることに

気づくはずだ｡この時点で､ペルソナに多少修正を加える｡そうすれば､次のユーザー

は､より「正しい」ペルソナを評価できるからだ。

評価と修正を行うときは､もとのデータに柑述ないことを確認する｡大きな相述があっ

たら、自分が雌も信用できる特徴を選ぶ｡また、製品分野として並要な部分に相述が

あったら､追加の調査が必要である。

◎８．５「実態調査」のために現地視察をする

時間と予算が緋せば､ベルソナの評価をさらに深く行う方法がある｡それはペルソナ

によく似た人々を実際に訪問し､現地での観察とペルソナが一致しているかを確かめる

ことである。ここでのゴールは､ベルソナの上位レベルの特徴と一致するユーザーを訪

問し､下位レベルの特徴がどれだけ一致しているかを評価することである。

このゴールは前述の評価手法のゴールと同じである。しかし､この評価方法では､実

際のユーザーが自分自身をどう捉え､自分の行動をどのように考えているかだけでなく、

現実にユーザーがどのようであり､どう行動するかを脚分の目で確認できる｡この調従の

ことを「実態糾森のための現地視察」と呼ぶ。

この調査の手順は､次のようになる。

①ベルソナのプロフィールの選別基準を作成する

多くの柵報を含んだペルソナからさかのぼっていって､そのペルソナの本質的要素で

ある特徴群を見つける｡このときに､ペルソナの作成を側始したときに作ったスケッチが
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役立つ｡この特徴群をベースにして､調査に参加した候補者が調査対象のペルソナの

代表となっているかどうかを調べるための質問を作る。

選別作業の詳細については､フェーズ4の｢採用韮準プロフィールとして使川する」

の項を参照のこと。

②ベルソナに代表される人を選び訪問する

ベルソナについての新しい選別基準を使用して､各ペルソナの代表者となる人を何

人か探す。３～5人くらいが適当である｡ペルソナの下位レベルの特徴や周囲の特徴が

この人たちに合致しているかを調べるためにこの人たちを訪川し､簡単な観察調代とイ

ンタビューを行う。

これ以外にも､各ペルソナに代表される人々 によるﾌｫー ｶｽ･グループ.ｾｯｼｮﾝを開

く方法もある｡ｾｯｼｮﾝでの話し合いは基本文啓の概要に沿って進める。

また､煎述の評価方法と同様に､ペルソナの代表者にペルソナを見せてﾌｨｰドパｯｸ

をもらう｡そして､観察とﾌｨー ドパｯｸをもとにペルソナを修正しながら瞬きをかける｡この

ときに､ペルソナのもととなった調査結果から外れないように注意する｡ペルソナの設計

には､無関係な群細や物禰部分を微調盤するだけで評価結果に合わせられることが

多い。

◎８．６大規模な世論鯛査やインタビューを行う

さらに時間が昨せぱ､もっと洗練された評価作業もできる｡11t識測森によって､ベルソ

ナの特性の存在や複数の特性の共在を確諺し､ペルソナがどれだけ広範囲にわたって

いるかを判断する｡この調査の実施には､ペルソナごとの個別の特徴を抽出し､それを

実際のユーザーが同符できる形式にして質問表や世論調査に含める。

たとえば､次の例Ａや例Bのようにﾗﾝｸを選択したり､例Cのようにﾁｪｯｸをつける形

式の貿問にする。

<例Ａ＞

以下の「放課後の行動」に関する質問に対して、自分の行動をｶｯｺ内のランクで1111

答してください。

ａ）放課後はﾃﾚビを見る(大いに一致､一致､不一致､まったく不一致）
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ｂ）放課後はコンピュータビデオゲームで遊ぶ(大いに一致､一致､不一致､まった

く不一致）

ｃ）放課後は屋外で遊ぶ(大いに一致､一致､不一致､まったく不一致）

ｄ）放課後は電賭で友逮と賭す(大いに一致､一致､不一致､まったく不一致）

＜例B＞

以下の放課後の行動の頻度を示してください。

ａ）ﾃﾚビを見る(頻繁､時々 ､まったくない）

ｂ）コンピュータビデオゲームで遊ぶ(頻繁､時々 ､まったくない）

ｃ）屋外で遊ぶ(頻繁､時々 ､まったくない）

ｄ）電話で友達と話す(頻繁､時々 ､まったくない）

<例C＞

放課後に頻繁に行っている行動を次の中から遡択してください｡(複数回答可能）

ａ）テレビを見る

ｂ）コンピュータビデオゲームで遊ぶ

ｃ）屋外で遊ぶ

ｄ）電話で友逮と賭す

これらのデータの分析はさまざまな形式があるので､複雑になる場合もある｡これは、

ペルソナ･プロジェクトの初めに実施したセグメンテーションやクラスターの分析と''１じだ

が､この時点では回答詐価の対蚊となるプロフィールがあることが異なる｡ここでのゴー

ルは､広範囲にわたるユーザー･サンプルの特徴が､ペルソナが持つ特徴とどのように

関連しているかを理解することである。

このような分析の詳細な方法の紹介は､本書の範時を超えており､また､訓練された

統計学者やリサーチヤーの助けなしに詳細な評価を下すのは離しい｡そこで､全体を

詳細に評価するのではなく､ペルソナの主要な特性のみに焦点を当て､単純化して評

価する。

単純化した分析の例としては､平均や一連の頻度などの少数の記述的な統計を比

較したり､相関関係を分析するといった基本的な方法がある。
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◎８７評価はデータ収集のチャンスになる

ほぼ既存のデータ･ソースのみを使ったペルソナを作成した場合､ペルソナのストー

リーの中に､環境を示す定性的な怖報の一部が欠けていることがある｡逆に､定性的

愉報のみを使用した場合には､ペルソナが関係するマーケット･サイズ､支出やその他

の定斌的情報やその分野に特化した怖報などが必要になる。

評価作業は､データ･ソースから作成したペルソナの詐細を評価することだけでなく、

ペルソナの完成に利用できる追加悩級の収集にも役に立つ。

統合作業を終えてスケルトンや完全なペルソナの作成に移る頃に､情報のカテゴリー

が足りないことに気づくことも少なくない｡たとえば､ティーンエイジャーの学校の勉強と遊

びへの興味について､非常にたくさんのデータを収集したにもかかわらず､典型的な家

族の行動や心配聯についてほとんど怖報がないことに気づくかもしれない。

ペルソナについてのストーリーを作成するときに､悩報を追加する方法としては､次の

ようなものがある。

●仮脱をもとに足りない憎報を補う。

●クラスターやもとになるデータ･ソースに戻り､使用しなかったデータに関連情報

がないかどうかを調べる。

●評価活動をさらなるディテールを探す機会として生かす。

世諭鯛査をしたり､観察したりするためのメンバーを補充する前に､必要な情報のタ

イプのﾘｽﾄを作る。ここで得る追加情報は､ターケットとする範囲を伝えたり､ストーリー

を展開するために使用する｡したがって､データをもとにしたベルソナを作成し､評価活

動を終えるまで､ストーリーの作成を待つのもよい方法だ。

◎８－８ベルソナの作成は、ユーザー鯛査の終わりではない

ベルソナを作成した時点で､製品開発のうえでは､これ以上実際のユーザーを理解

したり､澗査したり、実際のユーザーと関わりを持つ必要はないと考えがちである。しか

し､この考え方は間違っている｡ペルソナの作成は､ユーザー梢報を設計／開発プロ
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セスに取り入れる岐初の一歩である､と考えるべきだ。

フェーズ4で説明するように､ペルソナは､さらなるテストや洞察のためのユーザー.プ

ロフィールの作成にも役に立つ｡ユーザー･テストやフォーカス･グループ､ベータ･テスト

などのユーザーが関わるプロセスでは､設計／開発プロセスを通じて可能な限りペルソ

ナを使い続けるべきである。ペルソナは､これらの活動のﾀー ｹｯﾄとなるユーザーの特

定に役立つばかりか､コミュニケーションの手段や新しく見出した事柄を肥録する手段と

しても役に立つ。

いったん作成したペルソナでも､ターケットとするユーザーの変化に伴い､一般的に６

カ月から１年ごとにアップデートする｡言い換えれば､ほかの活動に焦点が移っても､ペ

ルソナのライフサイクルを通じて､その評価は継続されなければならない。

'９ フェーズ３：「誕生と成長」期への準備

◎９．１次のステップへ進む時期を知らせるサイン

この時点で､農富な怖報を持ち､意味がある1組のベルソナ群ができあがっている。

このペルソナは､実際のユーザーと比較評価して確認もした。しかし､完全と思えるまで

もっとペルソナを磨きたいと感じるかもしれない。また､ペルソナを「'1tに出す」ことを蹄

路することもあるだろう。何をもって､ペルソナをほかの人たちに紹介する地備ができた、

と判断すべきだろうか。

実は､次のステップへ進む時期を知らせるサインがある｡それは､微捌確や再潤在が

スローダウンし､止まるときである｡未回答の質問が残っているかもしれないが､鵬本文

書内の製品分野で本当に砿嬰なセクションが埋められていれば､あなたとコア･チームに

とって､ペルソナが正しいものと感じられるはずである｡このときに､主要1M係肴から作

業結果に対する承泌を得ておく｡この承遡によって､大切なユーザーが欠けていないこ

と､ペルソナが伯頼でき､ビジネスのＩ１的に沿っていることに､主要側係者が同意したこ

とになるからだ。
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数週間から数カ月をかけてペルソナを作成している間に､製品企画や設計が進行し

ているかもしれないし､コーディングが始まっていることもある｡製品に関わる多くの人々

が､ユーザーについての情報を柵ようと踊起になっているだろうし､早くペルソナを細介

するようにと悩促されるかもしれない｡このようなことすべてが､ベルソナを紹介する郡側

ができている､すなわちフェーズ３：「挺生と成長」期を開始すべきであると告げている。

次のフェーズ３:「誕生と成長」期には､ほかのチームにペルソナを紹介(公開)する

だけでなく､ペルソナのコミュニケーション活動を始める。

[フェーズ2のまとめ］

ペルソナ･プロジェクトのフェーズ２：「受胎と妊娠」期では､多くの作業､チームの辿

帯､意思決定が必要となる｡まるで錬金術師のように､データや仮説を組み合わせ､企

業の組織運営の知恵を生かして、１組の設計ﾀｰｹｯﾄを作り上げる時期である。

そのために､まず､未加工のデータを情報に変換し､その情報を優先づけしたユー

ザーのカテゴリーとサプカテゴリーに脱き換えた。

そして､ビジネスの優先順位を反映したり、ターケット･ユーザーについての怖報を伝

えるために､事実と仮説を組み合わせて1組のペルソナを作成した｡基本文書内のす

べての重要な特徴や記述には､できるだけもとのデータへのﾘﾝｸをつけるようにしてあ

る｡そして､最後にペルソナの押価を行った。

ペルソナは､あくまでもデータをもとに作成すべきである。ペルソナがデータをもとにし

ていなければ､その信頼性や機能は拙なわれるだろう。しかし､ペルソナの要素のいく

つかは､経験的推察やまったくの仮説から作成されることを避けられないのも確かだ。

フェーズ2:｢受胎と妊娠」期では､ペルソナが本物らしく見え、人を惹きつけるには、

どの程度フィクションが必婆になるかを決める｡ペルソナの作成には､単純な耶実の収

集だけでなく技術も必要だ｡独創的な発想を持ち､実践を重んじ､可能な限りデータか

ら離れないようにする。それが､仮説をもとにしたペルソナであっても､合意のもとに作ら

れたペルソナであっても､明確なﾀｰｹｯﾄであれば非常に価値がある。

ペルソナの作成は､実は始まりにすぎない｡ここでようやく､ペルソナの稗梨と教行の

プロセスを始める郡備ができたのだ｡ペルソナを伝えるには､時間と労力がかかる。粘

ﾌｪー ズ2:I受脇と妊嬢｣図客の｢骨格｣雀理解する１４９



り強<､職略的に臨まなければならない｡ベルソナが社内に広く紹介されることになる

フェーズ4:｢成人｣期には､設計／開発プロセスに大いに関わることになる。

次は､いよいよペルソナの挺生である。
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フェーズ３

顧客「像」を現場に取り込む
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あなたの組織では何が起こっているか？

ペルソナは､新製品の開発に新手するかなり以前からプランを立てて作成しないと、

プロダクト･チームの期待に応えられるような成果はあがらない。

またブﾛグｸﾄ･チームも､ペルソナをじっくり待っていてはくれない｡ブﾛグｸﾄ･チーム

が製品の定義を設定しようとするときにベルソナがなければ､「ベルソナはまだできていな

いのか｣とか｢昨日､ターケット･ユーザーの定義が必要だったのに」などと非難されるだ

ろう。

ブﾛグｸﾄ･チームの作業が開始されると､各担当者は次のような活動を行う。

●事業部長は､新製品の全体的な方針と柵想のドﾗﾌﾄを提示する。「受胎と妊

娠｣期において経営幹部には､暫定的なﾀー グｯﾄ・ユーザーの肝価作業への

参加を求め､ターゲットについての考えを明らかにしてもらった。「誕生と成長｣期

が始まる時点では､経営幹部はより正確な製品スケジュールを立てなければなら

ない。

●ブﾛタｸﾄ.マネジャーとプロジェクト・マネジャーは、要求仕様の定義､機能の決

定､実装時に起こる可能性のある問題の鯛査、スケジュールの作成を行う。彼

らにとって､ターゲットとする顧客はまだ明確に定義されているわけではないが､こ

れから桐築するものについてはよくわかっている｡

●開発チームは､新製品や新規バージョンの開発に典中する。以前のリリースに

あった諸問題は､解決されたか､あるいは保留された状態になっている。

●品質保証(QA)チームは､新製品や次期バージョンについての品質保証の準備

のため､リソースを再配掴し､設備を一新する。

●ユーザビリティ・スペシャリストやテクニカル･ライター、ユーザー・インタフェース･

デザイナーは､新製品や次期バージョンに側えた現地視察やフォーカス．グルー

プ､世論調査のような市場調査や駆前のブﾛジｪｸﾄに取り組む。

●マーケティング･チームは､新製品または次期バージョンに向けての仕事にとりか

かると同時に､市場鯛査を進める。

この時点でﾀｰｹｯﾄとする顧客の明確な定義を持つことは､組織の多くの人々にとつ
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て役に立つ。

「この時点」とは､「ベルソナについて知っているのは､コア･チームのメンバーや主要

関係者のみだが､「受胎と妊娠｣期を経て､すでに1組のペルソナが作成されている段

階」である｡ここに至るまでには､主要INI係者に対しペルソナ手法を説明し､現実性を

確かめるため現地視察を行い､ペルソナが目的にかなっていることを確認した。

さて､いよいよ､プロダクト･チームにペルソナを紹介する段階である。

'１ ペルソナ紹介のﾌェーズ

◎１－１ペルソナは使われて初めて意味がある

フェーズ３:「誕生と成長」期は､ペルソナのライフサイクルの中で最も扱いにくい

フェーズだといえる｡この時則はペルソナの作成から使川へと移行する段階であり､完

成したペルソナの情報が組織に提供され､人々 のIIIlで利用されるようになる｡ペルソナ

を組織に紹介するのは思ったよりも難しい｡また､ペルソナは一応完成してはいるが､こ

れから先もブﾛグｸﾄ･チームの中で成長し変化していく。

ペルソナは､使われるようになって初めて意味がある。これまではコア･チームだけが

ペルソナに関わり､ペルソナの無本文神を作成してきた｡いうなれば､この段階では、コ

ア･チーム以外の人は誰も韮本文群をしっかり銃んではいないということだ｡ペルソナの

紹介(公開)は､このような前提のもとに､相手が理解できるよう少しずつゆっくりと行う。

また同時に､ペルソナの怖報を日々 の仕躯に活川する方法も広く啓潔･教育していく。

◎１－２「誕生と成長」の3つのステップ

ペルソナのライフサイクルの「誕生と成長」川は､次の3つのステップに分かれる。
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●ステップ１

ペルソナのコミュニケーション職略を立案し､誕生とその先のステップのための地附

をする｡このときに参考になるのは､フェーズｌ：「準傭と31.画」期に､コア･チームの

メンバーを集めるためにペルソナの価値を説明したときのコミュニケーション戦略である

(フェーズl参照)。

ステップlでは､このコミュニケーション戦略の対象を広げ､積極的にペルソナの啓蒙・

教育活動を進める単術をする。

●ステップ２

ペルソナ手法とペルソナを組織内に細介する｡これが､ペルソナの「誕生」にあたる。

コア･チームは､ステップlで地側したコミュニケーション戦略を実行に移し、「挺生」

期にコミュニケーション活動を開始する｡この段階では､ペルソナ手法による効果やペル

ソナを作成した理由､実際に作成したペルソナの基本愉報に加え､いかにしてペルソナ

を使用するかについて説明する。

●ステップ３

ペルソナを啓蒙･教育する範囲を徐々に広げ､組織内のペルソナヘの関心を広めな

がら､その関心が維持されるように努める｡これがペルソナの｢成長」である。

フェーズ3の中の「成良」期には､ペルソナについての詳しい悩報､使用方法､メリッ

トを説明する。「成長」期において砿要なことは､ペルソナを製品の般計／|＃1発プロセ

スに取り込もうとしている人々 をサポートすることである。

ペルソナのコミュニケーション職略を作り上げる前に､この3つのステップについて十

分理解しておかなければならない。また、ステップ2とステップ3の期間には、コミュニ

ケーション･ツールの制作､配布も行う｡フェーズ3の活動で利用する広槻ツールについ

ては､本章の後半で説明する。
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'２ ｢誕生と成長」期:ステップ１

◎２．１麗生とその先のステップのための準備

フェーズ３:｢挺生と成是」期を成功に導くポイントは､「コア･チーム以外の人がペル

ソナを理解するにはアシストが必要である」ことを忘れないことだ。「ペルソナとは何か」

｢なぜペルソナを使うのか｣｢スケジュールの中にペルソナをどう組み込むのか」といっ

たことを､社内の人々に理解させなければならない｡すでに顧客志向の手法を採用し

ている組織なら､ペルソナは問題なく導入できる。しかし､ＵCDを初めて使う組織では、

フェーズ３：「挺生と成及」期はけっして楽ではない。

フェーズ３:「挺生と成長」期では､股初にフェーズ’：「地備と計画」期に作成した

アクション･プラン(フェーズ'参照)を見直し､アクション･プランに含まれているコミュニ

ケーション職略を強化するブﾗﾝを作る｡このプランは「コミュニケーション.キャンペーン」

で使用する。

ペルソナのコミュニケーション職略では、「誰がペルソナを伝えるのか｣｢人々は､どの

情報を必要としているか｣｢それぞれのﾀｲブの情報を､いつ提供するのか｣｢どのように

して情報を伝えるのか」をはっきりさせる｡効果的なコミュニケーション戦略を立てるため

には､フェーズ'：「地備と計画」期の作業を振り返るだけでなく､フェーズ3:「挺生と成

長」期とフェーズ４:｢成人」期､およびその先の叶画も考慮する必要がある。

コミュニケーション職略を作成する準備が整ったら､まずフェーズ'：｢準備と計画」期

に行った社内澗査で得た情報､そこから作成したアクション.ブﾗﾝを見直す(フェーズ，

の｢アクション･ブﾗﾝの作成」参照)。

アクション･プランには､次のことが含まれている。

●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

フェーズ3:｢瓜生と成長〕皿客｢像｣を現坦に取り込む１５５



このうち､コミュニケーション戦略を作成したときに､コア･チームは次の質問に答えら

れるように準備をした。

●ベ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。

●ペルソナとは誰か。

●ペルソナをどのように桐築したのか。なぜ､この構築方法を選んだのか。

●製品の股計／開発プロセスにおいて､ペルソナをどう使うべきか。

アクション･ブﾗﾝに含まれるコミュニケーション戦略はペルソナのライフサイクル全体を

網羅したものだが､コミュニケーション戦略の最も重要な作業はフェーズ３:「誕生と成

長」期に集中している。

◎２－２コミュニケーション戦略の質を高める

ベルソナ･ブﾛヅｪｸﾄでは､初めに「誰にプロジェクトに参加してもらうか｣｢どのように

参加を依頼すればよいか」を決定し､相手の同意を得た｡フェーズ３:｢挺生と成焚」

期ではこのようにして得た同意を利用しながら､コミュニケーション･キャンペーンによって

ペルソナに好意を持つ人をさらに期やしていくわけだ。

これはトップダウンで行ったほうがうまくいく。ペルソナのゴールが企業やビジネスの

ゴールにうまく結びつけば､主嬰llU係粁はペルソナを自分たちの利響と関辿づけて考え

彼らがペルソナに梢通し､ペルソナを役に立つものだと納得して扱えば､組織内のほか

の人々 も同じように考えるだろう。

コミュニケーション職略はコミュニケーション･キャンペーンのためのブﾗﾝである。コミュ

ニケーション戦略にはキャンペーンのゴールを達成するための活動や資料のﾘｽﾄ､その

スケジュールを妃戦する｡このプランは製品の設計／開発プロセスのマイルストーンと密

接に連動したものでなければならない(フェーズ1の「マイルストーンと成果物を確遡す

る」参照)。

そこで､コミュニケーション･キャンペーンのゴールは次のように考え､コミュニケーション

腿略には「誰が､何を､いつ､どのようにして」の内容を含むようにする。
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＜コミュニケーション･キャンペーンのゴール＞

●フェーズ１：「準備と計画｣期に作成したｱｸｼｮﾝ･プランに対応する。

●ペルソナ手法を紹介する。プロジェクトでペルソナを利用する理由の理解を促進

する。ペルソナの作成方法を説明する。

●製品の股計／開発プロセスにおけるインフルエンサー(影響力を持つ人)に､強

くペルゾナを印魚づける。

●ペルソナが持っているユーザー佃報への理解を促すために､適切な佃報を適切

な相手に適切な時期に提供する。

●決定方法の如何を問わず､ペルソナが意思決定プロセスで確実に利用されるよ

うにする(フェーズ4参照)。

＜コミュニケーション戦略(館が､何を、いつ、どのようにして)＞

●雄が:ペルソナの使用者は雄か。異なる要求を持つ使用者がいるか否かを確昭

する。

●各使用者について､以下のことを確かめる。

・何を:各使用者が必要としているペルソナの悩報は何か。ペルソナが

持っている傭報のうち､各使用者にとって最も有益となる情報のサブセッ

トはどれかを確腿する。

・いつ:各使用者に情報を渡すべきタイミングはいつか｡ペルソナの基本

を脱明したあと､設計／開発プロセスのどのタイミングで新しい情報や追

加の佃報を提供すべきか。

。どのようにして:ペルソナが持つ各租の側面やペルソナの使用方法をど

のように紹介すべきか。各使用者にペルソナを最大限に活用してもらう

には、どのように情報提供をしたらよいか。

ここでは､コア･チームと主嬰関係者がペルソナの挺生に伽えるための作業を説明す

る｡なお､ステップ2では組織に対してペルソナ手法を税明したり､ペルソナそのものを

紹介する方法､ステップ3では組織内でベルソナが受け入れられるように､ペルソナに関

する悩報を紹介するための「連続的な公開」手法を取り上げる。

コミュニケーション職略の作成やコミュニケーション･キャンペーンの実施にはさほど時

間をかける必要はない。コミュニケーション職略はプレゼンテーションの配布資料のよう
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に見栄えよく仕上げなくても､必要なﾄピｯｸを数行にまとめたメモでかまわない｡また､コ

ミュニケーション戦略で重要となる前述の4項月(誰が､何を､いつ､どのようにして)は、

lInlのミーティングで決定してかまわない。

◎２．３主要関係者が常に状況をつかめるように

ペルソナヘの取り組みのゴールは､現在のビジネスや製品のゴールと合致していなけ

ればならない。したがって､コミュニケーション･キャンペーンには主要関係者の参加を求

めるか､あるいは彼らにキャンペーンの悩報を提供する必要がある｡これは主要関係者

がコミュニケーション･キャンペーンの成否のカギを握っているためだ。

主饗関係者には事前にコミュニケーション･ブﾗﾝを知らせ､ベルソナ手法を紹介する

ことによって混乱が起こる恐れがあることも脱明しておく｡彼らは組織の動向を把搬して

いるので､彼らをとおして組織の状況をつかめるはずだ。

主要関係者とのミーティングでは､彼らの考え､計画､ペルソナ･プロジェクトに影響を

及ぼす仕棟変更の有無などを聞く。

トップダウンでの介入をしやすくするために、主饗関係者にベルソナ･プロジェクトの

ゴールとゴールへのアプローチを理解してもらう。彼らがベルソナを支持していても､既

存の方法を変えることには不安を感じることもあるだろう｡この不安を払拭するには､彼ら

に対して、「何をしようとしているのか｡なぜそうするのか｣｢設定した(測定可能な)ゴー

ルとゴールに到述するための計画」を発僻し続けなければならない。

たとえば､ROI(投資収益率)を含めたゴールと､ゴールに到達するためのコミュニ

ケーション･プランのドﾗﾌﾄを作成し､主要関係者に見せる｡彼らはこれによってゴール

までの全体像とペルソナを紹介きれたときの人々のプレッシャーを事前に予測でき､動揺

や拠乱を避けるための方策など､役に立つﾌｨー ドパｯｸをしてくれるだろう。

◎２－４誰がどの情報を必要としているかを見極める

フェーズl：｢準備と計画」期の社内澗交により､ペルソナヘの取り組みの障害となる、

ペルソナ反対識粁の存在､怖性で行われている仕耶上の習佃､プロセス､環境嬰閃な

どがわかっているはずだ｡ここではこの分析結果を積極的に利用する。発兄した障害
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から､誰がどのようなﾀｲブの情報を必要としているかを判別し､コミュニケーション戦略

を広げるわけだ。

岐初に次のことを調べて使用者を分類し､各々のニーズをつかむ。

●ブﾛタｸﾄ･チームの主な部門、役割､専門領域は何か。

●ペルソナを使用する人々はユーザーやUＣＤについての知溌を持っているか。彼

らの仕事上のゴールと謀題は何か。

●ペルソナを使用する人々は設計／開発プロセスのどのプロセスを担当しているか。

●それぞれの使用者にとって､どのﾀｲブのペルソナが役に立つか。

●それぞれの使用者がペルソナについて学ぶ余裕があるのはいつか。

ここに列挙した質川に対するIul稗は､ペルソナの仙川者が所属するグループや使用

者の役削によって変わるので､グループごと､あるいは役荊ごとのコミュニケーション戦

略が必要になる｡そこで､最初に全員を対象として全般的なペルソナ教育を行い､その

後､関心点が共通している人を集めてフォローアップのためのミーティングを行う。

たとえば､プロダクト･マネジャー向けの検討課題と側発担当者向けの検討課題とは

異なる｡プロダクト･マネジャーはペルソナの価値をすぐに理解し､組織全体でどれくらい

の賛同を得ているかに興味を示すだろう｡一方､開発担当者は「ペルソナをなぜ作っ

たのか｣｢どのようにして作ったのか｣｢ペルソナとデータはどう関連しているか｣｢ペルソ

ナはどのように使用すべきか｣｢間遮ったペルソナを股nl･する危険性はないか」など､多

くの質問を投げかけてくるだろう｡こうした異なる関心や間iIIlに対し､必要な情報を提

供できるようにスケジュールを立てなければならない。

◎２．５ペルソナの「誕生」は非公開でもかまわない

前項で説明した調査ポイントを検討した結果､組織内にペルソナの情報を受け入れ

る人がおらず､その状況を改善できそうもないと判断したら､ペルソナを発表しなくても

かまわない｡時間をかけてペルソナを作成してきたからこそ､紹介のﾀｲﾐﾝゲを計るべき

だからだ。

ペルソナにとって第一印象は大切だ(フェーズl参照)。したがって､組織がペルソナ

ﾌｪー ズ3:｢睡埜虞畏１服客『像｣を現埋に取り込む１５９



を歓迎せず､よい第一印象を与えられないのであれば､この時点での公開を控えるのも

１つの方法である。

ペルソナが歓迎されない原閃として､ペルソナ完成時にすでにプロダクト･チームは先

を急いでおり､現在のプロジェクトでペルソナを使用するのは遅すぎると感じていることも

考えられる。また､別の製品開発プロセスを採用しようとしているからかもしれない｡ペル

ソナを紹介するタイミングに障害はつきものだ｡障害をどうしても克服できなければ､将

来ペルソナが使用されることを目的とした生き残り錐を考えるべきだろう。

また､一部の人にだけペルソナを公開するという方法もある。垂要な決定のためにす

ぐ使用したいという人にペルソナを利用してもらうのは､ほかの人たちにペルソナのメリッ

トを理解してもらうよいきっかけとなるからだ。

◎２．６ベルソナ紹介のタイミングを逃さない

フェーズl：｢準側と計画｣、フェーズ2:｢受胎と妊娠」からここまでの間に､状況に変化

が生じている可能性もある｡製品の全体像が決まり､晩略が固まり､コーディングもすで

に始まっている｡ペルソナを紹介する巡術ができた時点で､組織のほうにもペルソナを迎

える準術が整っているかどうかを確かめておかなければならない。

ペルソナ･コミュニケーションを始める前に設計／開発プロセスがかなり進んでしまって

いたら､複雑なコミュニケーション戦略を立ててはいけない｡その代わり「ジヤストイン・

タイム」式の敬育をするべきだ｡これはペルソナを使用する順に紹介していく代わりに、

設計／開発プロセスにおける次の段階の責任者に鋤きかけようというものだ｡たとえば、

製品栂想と技術的な仕様普がすでに完成していたら､股計者にペルソナの名前をワイ

ヤーフレーム(付細み)、ストーリーボード(ｳｪブｻｲﾄの柵成をまとめたもの)、ブﾛﾄﾀｲブ

(試作品･減作プログラムなど)に盛り込むように依緬する。

ペルソナは､タイミングを逃さずに提供しなければならない｡ペルソナの作成に時IIIjを

かけすぎれば､ほかの人の作業は先に進んでしまい､もはやベルソナは有益でもなんで

もなく､使われることもないという事態に陥る｡これを防ぐには､ペルソナの作成を新製品

開発プロジェクトの進捗および組織の状況に合わせて､進めなければならない｡もし､ペ

ルソナの完成が巡れそうだったら､完全なペルソナにする前にスケルトンをもとにした簡

単なスケッチを紺介する。
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