
さて､コミュニケーション･ブﾗﾝができたら､コア･チームの仕事は分析から実行へ移

る。「作成」モードから「コミュニケーション」モードへ移行するわけだ｡とはいうものの、

この移行がうまくいかない場合もある｡ここまでコア･チーム内でのみの作業にあたってき

たメンバーは､欄極的なプレゼンテーターに変われないこともある。また､うまく移行でき

ても責任を持って継続的にペルソナを支援する体制にできないこともある。

◎２．７「ペルソナ･キーパー」への移行

これまではコア･チームこそがペルソナの「所有者」であった｡使用するデータの種

類から作成するペルソナの数､基本文啓の構成まで､ペルソナのプロセスに関するす

べての意思決定を下してきた｡もちろん､これまでも主要側係者にアドバイスを求めたり

承遡を得たりしてきている。しかし､今後､ペルソナを組織内で布効に活用するには､ペ

ルソナに対する椛限の一邪を人々に委譲しなければならない｡そこで､ベルソナの所有

権(オーナーシップ)を共有することや、「ペルソナ･キーパー｣の役割を引き受けるための

準備をする。

ここでは、「キーパー」という汀策を意図的に使用する｡キーパーとは「杵珊者｣｢幣

備者｣の意味であり､これまでの「所有者｣とは違う役割が期待されるからだ。

サウル･カリニエは1998年の記事[Carliner,1998]で｢情報ﾗﾝダﾗー 」に関して「コ

ミュニケーション･プロセスにおいて､メッセンジャーとして活動しなければならない……

悩報ラングラーのｲl:ﾘはビジネス上のINI題を解決することで､単にシステムを文嘗化す

るだけではない．…．．」と説明しているが､ペルソナ･キーパーも､この悩報ラングラーと何

じょうに活動する。

また、クニアフスキーは､ユーザー･プロフィールの共有に関する以下の議論の中で、

ラングラー(キーパー)という役荊を作ることを勧めている。

たくさんの情報を共有できたとしても､全員が覚えていられる以上の憎報が存在する。

プロフィール･ラングラー(またはプロフィール･キーパー)という役割は､摘報を築中さ

せるうえで役に立つ。プロフィール作成プロセスの中で､ラングラーはプロフィールを

最新に保つことに責任を持つ。ラングラーはまた、開発チームのためにプロフィールを

説明する役割も持つ[Kuniavsky,2003]。
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コア･チームはペルソナ･キーパーとして､社内の人々がペルソナを理解し､使用する

妨げにならないように配慮し､ペルソナおよびペルソナのもととなるデータを維持すること

に費任を持つ。

●キーパーはペルソナごとに決める

ペルソナ･キーパーには、コア･チームのメンバーがなる｡ペルソナの数がメンバーの

数より多ければ､１人が襖数のペルソナのキーパーになってもかまわない｡また､コア・

チーム以外の人々の協力を得てもよい。各メンバーが担当するペルソナの数が少なけ

れば少ないほど､ペルソナの「世話」をよくできる｡キーパーは担当するペルソナのエキ

スパートであり､そのペルソナの些本文書を熟知し､維持する尚任を担う｡これは､キー

パーが変更についてのすべての決定を下すという意味ではない。キーパーの役荊は、

コア･チームに対して修旺や史新の必要性について助貢し､変更をしたら､それを蕪本

文書に反映することである。

すべてのペルソナの詳細な経過をグループで追うのは難しい｡これが､ペルソナごと

にキーパーを割り当てる理由であり、コア･チームがグループですべてのペルソナを維持

管理しない理由でもある｡ペルソナごとにキーパーを慨くことにより､各ペルソナの詳細と

そのデータが確実に維持できる｡この結果、あなたは､より広範囲のⅢ題の解決に専念

でき、「誕生｣期において砿要なこと､すなわち､ペルソナをほかの人々に受け入れ利用

してもらうことに集中できるようになる。

キーパーは､次のようなことを行う。

●担当するペルソナに関する組織からの質問を処理する。

●コア･チームの協力を得て､組織からの質問に対する回答を出す。

●必要に応じて質問の回答を伝える。

●必要に応じて基本文書またはほかの資料を改飾する。

たとえば､誰かが「ローラはワイヤレス･ネットワークを持っているのか｡これについて

の説明が資料の中には見当たらないが．….．」と質問してきたとしよう｡これに対し､ロー

ラのキーパーは「質問についてはデータを探して回答します」と答える｡このとき、質問

に即座に1,1答したり、INI題点を即座に解決しなくてもかまわない｡すぐに回答できない
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問題を話し合うミーティングを定期的に開き､優先順位をつけて十分に検討する。

●ベルソナの保腹すべき特徴について同意を得る

ペルソナ･キーパーはペルソナのデータの完全性を維持するかたわら､ペルソナがリ

ソースとして「採用」きれるよう努めなければならない｡ペルソナはフェーズ３：「誕生と

成長」期とフェーズ４：「成人」川のⅢlに変化することがある。実はこのように成長･拡

張が可能だということも､ペルソナの大きなﾒﾘｯﾄの1つなのである(フェーズ4のシナリオ、

マップ､ストーリーボードでのペルソナの利用についての説明を参照)。ペルソナは製IHI

の設計／開発に使用されるにつれて､新たな状況を与えられ､新たなタスクを完了し、

新たな方法でゴールを達成していく｡そして利用分野の必要性に合わせたり､ある分野

の問題を解決するために､ペルソナの境界が拡張されるのである。

ペルソナを拡張するには､どの変史や拡張は承浬でき、どれはできないのかの意思

決定が必要になる。データを保持すると同時に､変更も誕めなければならないわけだ。

このような状況では､キーパーがいなければ､基本文書がすぐに古くなり､参考資料と

しての価値を失う恐れがある。コア･チーム全体がコミュニケーションや教育､広報ツー

ルの制作に専念してしまうと、コア･チームとして鵬本文僻を符理する時朋が少なくなる

からだ｡しかし､キーパーがいれば､鵬本文瞥の維持と改訂に彼らが責任を持つので、

変更や拡張は基本文書に確実に反映されるのである。

'３ ｢誕生と成長」期:ステップ２

◎３－１「園生」はコミュニケーション･キャンペーンの始まり

ペルソナの「誕生」とは､プロダクト･チームにペルソナを紹介することであり、コミュニ

ケーション･キャンペーンの始まりでもある。

コミュニケーション･キャンペーンにより、「コア･チームがこれまでに何を行ってきたか」

｢いかにしてペルソナがUCDを可能にするか｣｢ペルソナをどのように既存のプロセスと
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組み合わせるか｣｢製品開発活動の中でどのようにペルソナをサポートするか｣などにつ

いて､社内の人々 に説明する｡これまで､ベルソナの存在やそのﾒﾘｯﾄをまったく知らな

い人でもペルソナが活用できるようにしなければならない。

フェーズ3:｢挺生と成焚」期における課題は､ペルソナの価仙が十分に理解されるよ

うにすることである｡もし､ここで失敗すると､人々 はベルソナに幻滅し､顧客志向の手

法の普及が難しくなる。

◎３．２ベルソナの紹介､３つのポイント

ベルソナの紹介には､最初に次の3つの点を説明する。

●顧客志向の製品の設計／開発のﾒﾘｯﾄ。ＵＣＤの啓醗

●ペルソナ手法の基本的な考え方｡ペルソナ手法の啓蒙

●ペルソナと既存プロセスとの適合性､既存プロセスに対する拡張性｡コンテクス

トの中でのペルソナ手法

この3つの点はプロダクト･チーム全体のキックオフ･ミーティングで説明してもよいし、

個別のミーティングで取り上げてもかまわない｡これをどのように説明するか､あるいは説

明がいかに正しく相手に伝わるかは､次の要因によって変わる。

●脱明者自身が持つ特有のゴール

●その時点でのペルソナの使用者の知職と興味のレベルの違い

●設計／開発プロセスに合わせたコミュニケーションのﾀｲﾐﾝｸﾞ

どのタイプの資料やコミュニケーション戦略がうまくいくかは､状況によって異なる｡こ

れに対応する方法としては､次に示すようなものがある。

◎３．３顧客志向の製品の設計／開発のメリットを伝える

ペルソナの「挺生」は､社内の人々にUCD手法とそのﾒﾘｯﾄを紹介する絶好のチャ
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ﾝスである｡組織がすでにじCDを使っているのであれば､ベルソナは設計／開発プロ

セスで利用する顧客志向の方法諸の1つとして説明できる｡しかし､組織が顧客志向

の実践方法を知らなかったり､顧客志向の製品設計／開発''１体が組織にとって新しい

概念である場合もある。

フェーズlでは､製品のターケット･ユーザーについて､ほかの人が持っている仮説を

明らかにすることを勧めたが､ここでは､社内の人々がどれくらい顧客志向の製品を作

ることを理解しているかを柵くる｡おそらく､プロダクト･チームは「噸客やユーザーのこ

とを考えている｣｢Mli客志向､ユーザー志向である」と主張するはずだ｡しかし､実際に

UCDプロセスを取り入れ､実行している企業はごくわずかである｡フェーズlで紹介した

UCD質問表を使って潤査を行った場合は､その結果からUCDプロセスに対する理解

度を知ることもできる。

すでにフィールド綱査､背最捌査､ユーザー.テスト､世箇糾従､フォーカス.グルー

プなどの顧客志向の方法(Usability､Netのサイトwww､usabilitynet､org/tools／

methodshtm参照)を製品開発プロセスに取り入れている場合は､ペルソナが既存の

プロセスをどのように拡張し､変更するかを理解させることに桃力する｡製品開発プロセ

スの中でUCD手法がいつ､どのようにして使われているかを綱べ､それをペルソナに統

合することを提案する。

ほかのUCD手法とペルソナを組み合わせる方法については､フェーズ4で詳しく説明

する。

しかし､組織が｢剛客志向」を唄えているだけで実現する手法を導入していなかった

り､顧客志向の製品股叶／開発に関してまったく知識がないのであれば､ＵＣＤ手法と

そのﾒﾘｯﾄを理解させるのは容易ではない｡この場合は､ＵCDの意味や手法の教育か

ら始める。

ＵCDの教育や普及はフェーズｌ：「準備と計画」期のように早い時期か､現在の

製品開発プロセスが終了し､ペルソナが効果的に使用されたときに行うのが最適であ

る。「誕生」期になってからUCDの話題を持ち服すのは､実は組織にとって遅きに失し

ている。ペルソナの成香はUCDの手法を使うか否かによって決まるとは限らないので、

企業文化やUCDに対する遡知度を勘案し､この時点でUCDの話を持ち出すべきか、

UCDの推進派を募る必要があるか､ＵCDを別の名称(｢継続的な改稗｣｢マーケット主

体の設計」など)で呼ぶ必要があるかなどを決定する。

ﾌｪー ズ3:｢腿生と皮長｣皿客｢像｣を現坦に取り込む１６５



◎３－４ペルソナを使用するメリットを伝える

フェーズ１：「耶備と叶画」期にコミュニケーション戦略を含むアクション･プランを作成

したときに､次の質問に答える準備をした。

●ペ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椴築したのか｡なぜ､この栂築方法を選んだのか。

●製品の設計／開発プロセスにおいて､ペルソナをどう使うべきか。

ペルソナ手法の啓製を典体的な使川方法からではなくペルソナの概讃から姑める理

由は､初めてペルソナを使う企業ではその有効性が識論の的となる可能性があるから

だ｡ペルソナに対する理解を深めたうえで､ペルソナの使用方法へ進むようにして､混

乱を避けようというわけだ。

組織のほかのメンバーにペルソナ手法を紹介するときには､フェーズ２:｢受胎と妊娠」

期にあなたとコア･チームが縦識を戦わせたのと同じ疑問が投げかけられるだろう。この

対策として､ペルソナが組織にもたらすﾒﾘｯﾄを再確趣する。フェーズ１：｢準備と計画」

期に考えた「ペルソナ想定問答集(フェーズl参照)をもう一皮見直し､ペルソナのキック

オフ･ミーティングにおける想定間答を用意する。

◎３－５ペルソナ･プロジェクトの経緯と詳細を伝える

ＵCDの珊諭やベルソナ手法の教育をした後､ペルソナが組織のプロセスにいかに適

合するかの鋭明を加える。また、「ペルソナがどのように作成されたか｣｢ペルソナを適

用することで､どのプロセスが変更されるのか」などについても説明する。

●ベルソナはどのように作られたか

ペルソナを紹介し、人々にペルソナを使うように勧める前に､これまでのペルソナ･ブﾛ

ジｪｸﾄの経線について説明する。
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ポイントは､次のとおり。

●コア･チームには雄が参加しているか。なぜこの人たちを選んだのか。なぜもっと

大きなグループにしなかったのか。

●データのソースを確湧し､収築し､分析したプロセスおよび仮説を確認して評価

したプロセス。そのデータ･ソースとは何か｡データの共有も提案する。

●ペルソナの正当性を砿腿した方法､またはどのように確閥する予定か。

●ペルソナのプロセスが内的ROIや開発経賢に与える影饗を測る方法。

このような説明は「なにゆえペルソナなのか｣を相手に理解させ､ペルソナに関するこ

れまでの作業プロセスやペルソナの正当性に関する疑問に梓えることにもなる。

●ベルソナはどのように既存の製品開発プロセスに適合するか

組織を顧客志向にしたいと考えているのならば､製品開発プロセスを改善するため

のアイデアも持っているはずだし､顧容志向であることがはっきりわかるように､早くから

UCDの専門家に関わってもらい､ユーザー洲在の予算がつき､ユーザビリテイ･テストが

承認される状態になることを願っているだろう｡この願望はそれぞれ関辿しているが､個

別に実現していくこともできる｡活動の焦点は合わせたままで､一度に大きな変化を起こ

さないようにするという意味では大事なことだ｡一度にあまりに多くの変化を起こそうとす

ると､ペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄが受け入れられない恐れもある。

簡単にベルソナを紹介するだけでも、製茄開発プロセスに非常に大きな影聯を与え

ることになるので､さまざまな影評を理解するための時間が必要だ｡そして､ペルソナ・

ブﾛヅｪｸﾄによる影秤の全体像を描き､生じる可能性があるすべての変化を列挙して、

製品の品質に最も影智のある変化はどれかを調べておかなければならない。

●ベルソナは日々の仕事にどのように役立つか

ペルソナが仕事をサポートするものであると立証できれば､ペルソナが受け入れられ

る可能性は高くなる｡また､ペルソナを導入することでどのような恩恵があるかを実例を

挙げて鋭明すれば､ペルソナが有雛であることが理解されやすくなる。

ペルソナのﾒﾘｯﾄとして税明するのに適した事柄としては､次のようなものがある。

ﾌｪｰズ3:｢騨埜慶長」囲客｢倣j色現喝に取り込む１６７



●コミュニケーションが容易になる

最も単純なレベルでは、「ユーザー」という言葉をペルソナの名前に置き換えら

れる。製品の特徴と機能を語るとき､ペルソナの名前を使えば雄のための製品

を作っているのかを誤りなく伝えられる。

●愈見ではなく､ヂｰﾀをもとにした意思決定を下せる

ミーティングではよく「ユーザーはけっしてこれを欲しがらない」とか｢ユーザーに

なったつもりで｣といった意見が出る。「ユーザー｣が何を欲しているかの討醗で

は､出席者の中で最も声の大きい人､最も弁の立つ人､最も力がある人の意見

をもとに意思決定をしてしまうこともある。ペルソナはこのパターンに終止符を打

ち､ヂー ﾀをもとにした決定を可能にする。

●データが使いやすくなる

ペルソナはデータの｢要約」であり｢代名洞」である。必要に応じてヂｰﾀを思

い出すきっかけとなる。また、新しいデータを収集したり、古いデータ･ソースを確

認する際にも､ペルソナはデータ･ソースに対しての安定化装置(イコライザ)や

均質化装圃(ホモジナイザ)として働く。ペルソナをとおして古いヂｰﾀにも新しい

データにもアクセスできる。

●新たなひらめきのもとになる

ペルソナはﾀｰケｯﾄ･ユーザーについての深く詳細な｢描写｣である｡ペルソナ

は実在する人間のように癖や個性を持っている。ペルソナによって新たなユー

ザー･ニーズを発見することもある。この発見と技術的知職を組み合わせれば、

イノベーションを起こせる可能性がある。

●保証品質(QA)部門と協力して､製品の質を高める方法を発見できる

保証品質部門では､ペルソナを使って製品のユーザー･エクスペリエンスを再現

したテスト・ケースを作成できる。

◎３．６「連続的な公開」手法でペルソナを紹介する

プロダクト･チームの地備が整ったところで､これまでに作成したペルソナを「連続的

な公開」手法で紹介する。「連続的な公開」とは､相手の想像力をかきたて､きらに多

くの悩報が欲しくなるように､備報を少しずつ与えることだ｡ペルソナについての教育は
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ステップ3の「成長」期に始まり､ペルソナのフェーズ4:「成人」期の終わりまで続く｡そ

の間､この「連続的な公側」を続ける。

フェーズ２:｢受胎と妊娠」則に､主要ペルソナについて詳細な基本文害を作成した。

基本文醤はそれぞれのベルソナに関するすべての惰報を集約したものだ｡つまり､基

本文書は多くの怖報を含んだ複雑なものなので､そう簡単には読みこなせないというこ

とだ｡したがって､ペルソナに関わるすべての人がこの基本文啓を読み込み､詳細を

記憶することは期待できない｡そこで､本当に知ってもらいたい怖報に優先順位をつけ、

函要項目がどれかを示すために､いくつかの広報ツールを制作する。

この広報ツールは、「バズ･ジェネレータ｣(組織内での話し合いや興味を呼び起こ

すツール)、「コンパリソン･ファシリテータ｣(違いを理解させるツール)、「ｴﾝﾘｯﾁｬー 」

(内容を深め詳細な悩報を伝えるツール)の3カテゴリーから制作する。ペルソナの「挺

生」にあたっては､作成したコミュニケーション職略に従って､これらの広報ツールのサ

プセットである主バズ･ジェネレータと、１つから2つのコンパリソン･ファシリテータを選択

する。

以下は､その例である。

●組織が顧客志向ではなく、ペルソナ･プロジェクトへの反対が予想される場合

は､いくつかのバズ･ジェネレータを制作して掲示する。バズ･ジェネレータでは

ペルソナとその価値の概要を説明する。これを掲示してしばらくたったら､データ

の要点を記戦した紹介ボスターを掲示する。そして､ペルソナを作るためにどれ

だけのデータを使用したかを伝えるプレゼンテーションも作る。ペルソナとデータ

との間のリンクをできるだけ明確にしたいので､プレゼンテーションのスライドに

は、コア･チームが使用したデータ･ソースのﾘｽﾄも入れる。このようにして、ペ

ルソナの基盤がデータであるという駆実を示すことにより、ペルソナの正当性に

対する抵抗を綴和できるはずだ｡ﾀー グｯﾄ･ユーザーについての皿要なﾌｧｸﾄｲ

(データ･ソースや仮説に基づいた､最小のデータ単位)を典めたファクト･シー

トを作成し、配布してもよい。また､関心がある人には雄にでも、ペルソナのもと

になった調査レポートを閲覧できることも示しておく。

●組織がペルソナをすぐに受け入れて、ペルソナについてもっと学びたいという姿

勢を持っていたら、簡単な紹介ポスターといくつかの基本的なコンパリソン･ファ
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シリテータから始める。そして､しばらくたってからデータの詳細を伝えるエンリッ

チャーの使用を検討する。

ベルソナを紺介する際には､ペルソナを定義するうえでキーとなった特性に並点を置

き､ペルソナ間の主な述いを詳しく説明する｡このときフェーズ２:「受胎と妊娠」期に

行った評価と優先順位づけ作業の要点をもとにして､なぜ特定のペルソナを選択したか

を説明する｡ペルソナとして残さなかったユーザー･カテゴリーやスケルトン､ペルソナの

スケッチなどについても､その理由を明らかにする。

◎３．７ベルソナに間違いがあることに気づいたら……

ブﾛグｸﾄ･チームにペルソナを紹介すると､質1111攻めにあうことになる｡この質側に対

しては､はっきI)した回符を示さなければならない｡中には意味のない質IH1もあるかもし

れないが､ペルソナのキーとなる性格を裏づけるデータが必要であることを指摘したり、

追加調森のきっかけとなるような質の高い質問もあるだろう｡また､ペルソナに側する全

体的な考察の中にある欠陥を桁摘されるかもしれない。

小さな変更が必要となったら､岐終決定を下す前にコア･チームを染めて変災につい

て話し合う。大きな変史が必要となったとしても､プロセスの早期ならば心配するほどの

遅れにはならないので､必要な改訂を加え､先に進むことを巷えるべきだ｡大きな変更を

加えたあとは、iIj度､ペルソナの紹介を行う｡また､大きな変更をしたときはコミュニケー

ションのための広報ツールを改汀するだけでなく､必ず公表しなければならない。

場合によっては､既存のペルソナに統合できないほど大きな変史が必要になることも

ある。「間違ったペルソナ」を作成してしまった場合だ｡これに気づいたら､古いペルソ

ナを完全に捨てて､既存のデータに新たなデータを加えて､新しいペルソナを作成する

ことが般稗の砿である。

◎３－８「誕生」がうまくいかなかったら……

ペルソナとペルソナ手法が､プロダクト･チームから拒絶されるという深刻な邪態に陥

る可能性がないとはいえない｡このような場合には計画の再綱鞍が必要だ｡マネジャー
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Ｉ

の期待に応えられるよう､これまでのブﾛヅｪｸﾄへの投資を最大限に活用して損失をで

きるだけ軽減しなければならない｡少なくとも､ペルソナを小きなグループやコア･チーム

の巾で使用することはできるはずだ。

ペルソナの紹介に際して､否定的な及応が返ってきたときには､ブﾛグｸﾄ･チームのメ

ンバーからうまくいかない理由を聞く｡理由としては､次のようなことが考えられる。

●ペルソナは何のためのものか､どれくらい有益か､ペルソナがどのように作成され

てどのようにデータに関連しているか、などについてプロダクト･チームが理解で

きなかった｡たとえばペルソナが｢厳密｣で正しいものには見えなかった。

●タイミングが悪かった。ブﾛグｸﾄ･チームが｢現業の遂行」からの圧力を受けす

ぎていたら､慣れ親しんだプロセスに影響を与える新たな手法を受け入れようとは

しない。

●ペルソナがプロダクト･チームの各メンバーの作業をどのようにサポートするかが

明確ではなかった。たとえば｢ペルソナはマーケティングや設計､ユーザビリティ

に関係する人たちのためのもので､私のためのものではない」と感じたメンバー

が多かった。

プロダクト･チームのメンバーの反応を知ることは問題解決に役立つ｡ベルソナはいつ

でも使えるし､ペルソナの役荊の範囲を縮小することもできるので､ペルソナに興味を持

ちペルソナが有益であると考える人を兇つけて､ペルソナを使って彼らの仕事の手助け

をするとよい。

ペルソナを受け入れてもらえなかったものの､ペルソナの紹介後､ブﾛグｸﾄ･チームの

メンバーがユーザー間の相遮を強く意撤するようになったというケースを筆者は知ってい

る｡そのケースでは､プロダクト･チームのメンバーは､紺介されたペルソナによく似た顧

客に会ったり､見かけたりしたという維験を経て､股終的にペルソナに現実性を感じ､ペ

ルソナヘの信頼を持つようになった。
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'４ ｢誕生と成長」期:ステップ３

◎４－１「成長」は継続的なプロセス

「挺生」は一時的なイベントであるが､「成長」はペルソナが紹介された時点から始ま

る継続的なプロセスである｡また､ペルソナが企業文化として受け入れられ､組織内の

一般用語となるプロセスでもある。

社内の人々が、「ペルソナとは何か｣｢ペルソナにどのような価値があるのか｣、および

ペルソナの坐本的な内容を卵解するにつれ､次のステップとしてペルソナのプロセスを

理解してもらうための時間が必要となる｡そして､いったん社内の人々がペルソナの目的

を理解すれば､ベルソナは組織に受け入れられるようになる。

◎４－２徐々にベルソナに関する教育を深め、興味を維持する

ペルソナは､使用者の頭の中で「生きる」ものでなければならない。しかし､これは一

夜にして実現できるわけではなく、「誕生」期から「成長」期､そしてそれ以降も続く継

続的なプロセスの巾で述成される。このプロセスのために､広報ツールを制作し､コミュ

ニケーション活動を行う(広報ツールの制作については後述する)。

このフェーズのはじめに述べたように､「成艮」期では情報の「連続的な公開」という

考え方を基本として､組織内の人々 がペルソナを常に新鮮で興味深いものであると感じ

るようにする｡このためには､投､１．／開発プロセスの進捗状況を確訟しながら､コミュニ

ケーション活動を展開する必要がある。

◎4-3ペルソナの成長を見守り、ベルソナに変更を加える

どのような広綴ツールや活動を遡択したとしても､ペルソナ･キーパーの役剤は変わら

ない｡ペルソナは次の段階である「成人」期の終わりまで成長し続ける｡したがって､．
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ア･チームは定期的にミーティングを行い､進捗状況を話し合ったり､使用している広報

ツールを再評価しなければならない。広報ツールはペルソナの詳細を連続的に公開す

るために利用するものである。

ペルソナが社内の人々に受け入れられ､使用される槻子を見守ることも垂要ではあ

るが､使用者からの提案を受けてペルソナに変更を加えることも大切である｡たとえば、

使用者の意見を取り入れてペルソナの描写を変えることにより使用者に参加意識が生ま

れ､ペルソナを使用する意欲が向上することもある。コミュニケーション･キャンペーン中

にインフルエンサーとミーティングを持ち､その進捗状況について彼らの率直な意見を聴

くことも役に立つ｡彼らが適切な変更を示唆したら、コア･チームで話し合った後､ペル

ソナを変更して再度紹介をする。

◎４－４ベルソナの信頼性を構築する

ブﾛグｸﾄ･チームは､「ペルソナがデータに蕪づいて厳密に作られているか｣｢マネジ

メント･チームの賛同を得ているか｣｢ペルソナを使用している他社は､成功を収めてい

るか」などを気にするものだ｡このため彼らは、ペルソナの正確きや価仙などについて

反論することもある｡そこで､広報ツールを制作するときには､ペルソナの正確さを証明

する梢報をその中に入れておく。

フェーズ2で説明したとおり､基本文書にはペルソナのもととなったデータへの明確な

ﾘﾝｸを記述する。これも､ペルソナの侭頼性を証明する証拠となるからだ｡そして広報

ツールでは､この基本文書を示したり､関連する研究や潤査も紺介する。しかし､広報

ツールにペルソナに関するデータを大最に入れすぎてもいけない｡広報ツールのコミュニ

ケーション能力が失われてしまうからだ。

◎４．５ユーザー調査を継続し、ベルソナヘの理解を深める

ペルソナの紹介が終わり､社内の人々がペルソナについてさらに学ぶ手助けをし､ペ

ルソナが次のステップへ進む時点でも､ユーザー測査を維続し､ペルソナヘの理解を深

めるように努め続けることが大切だ。

ペルソナを利用して､ユーザビリテイ･テストやフィールド鯛従､市場調森のﾀｰｹｯﾄ．
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ユーザーを選ぶ(フェーズ4参照)。そして､ターケット･ユーザーの調査を続け､調査結

果をテスト用の試作品などに取り入れながら､ペルソナについてのデータを集め続ける。

ペルソナの伯執性を櫛築する方法としては､凋従結果をペルソナと側辿づけてレポー

トする方法がある。コミュニケーション方法としては､調査実施中にチームメイトを招いて

調査方法や調査内容を検討してもらう｡また､チームの関心をもっと引き寄せるためにビ

デオを使い､現地視察やユーザー･テストのざまざまな短いｸﾘｯブを見せるのもよい｡こ

れは､ペルソナが現実のユーザーを体現していることを暗黙に税明する方法となる。

◎4-6知ってもらうだけでなく、使用してもらえるように

「成長」期のプロセスが進むにつれ､プロダクト･チームだけでなく組織全体に､ペルソ

ナの御iiI，イメージおよび亜嬰な詳細が行き渡る｡ちょっとした「ペルソナ･マニア」も

現れるだろう。次の仕事は､ペルソナを設計／開発に取り入れていくことだ｡プロダクト・

チームがペルソナを理解すれば､自然に彼らの仕事の中でどのようにペルソナを利用す

ればいいかを質問してくるようになる。

ペルソナのフェーズ４：「成人」期でなによりも爪要なことは､ペルソナが有効に使わ

れることである｡チームのすべての仕事に､顧客志向を組み込むこと自体は離しくない。

｢成人」期に行わなければならないのは､適切に使われているペルソナを見つけてそ

れを後押しすることだ｡繰り返しになるが､コミュニケーション･キャンペーンを含め､ペル

ソナの成良は「成人」期まで続く。「成人」期の成功には､プロダクト･チームにおいて

ペルソナやﾀｰｹｯﾄ･ユーザーに関する諺識と理解が深まり続けることが不可欠だ。

５ ペルソナ広報ツールの制作

◎５．１何により、いかにしてベルソナを伝えるか

フェーズ3:「誕生と成長」期における3つの塞本ステップの説明が終わったところで、
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｢誕生と成長」のために作成する広報ツールの例を紹介しよう。

ペルソナの雌本文杏が完成したら､追加作成する資料や広報ツールの検討に入る。

ペルソナをチームに伝える方法としては､各稲の文符､ポスター、配布物､活動報告、

資料などが考えられる。

◎５．２コミュニケーションのための広報ツール

腹報ツールは､ペルソナやペルソナの背後にあるデータを使用者に伝えるインタフェー

スとなる｡うまく作られたペルソナの広報ツールは､ペルソナ･プロジェクト全体に信頼性

を与え、コミュニケーション･キャンペーンをサポートする強力なツールとなる。ただし､効

果的なコミュニケーション･キャンペーンを行うために､すべての広報ツールが必要だとい

うわけではない｡どれを週ぷかは､状況やコストによって決める。

以下は､広報ツールの制作を始める前に考えておくべきことである。

●広報ツールのゴールを決める

なぜ､この広報ツールを作るのかを決めるということだ。ゴールは、バズ･ジェネ

レータ､コンパリソン･ファシリテータ､エンリッチャーのうち､少なくとも1つに関連

していなければならない。

●広報ツールを受け取る人､タイミング､配布方法を決める

ペルソナ広報ツールは､ドアや廊下､給湯室､会職室､主要関係者やリーダー

のオフィスなど､さまざまな場所に掲示する。誰が､製品開発プロセスのどこで、

それを見るのか､どのような環境にしたら情報が理解しやすいか､などを考えて掲

示しなければならない。たとえば､開発部門用とマーケティング部門用では､違う

バズ･ジェネレータ･ポスターのほうが適していることもある。また､ポスターを掲示

できない職場では､各人に手渡せる広報ツールを作ったり､立て覇板､机の上

に置けるものを制作する。

●最初に広報ツールに盛り込む情報を選ぶ

手持ちの術報のすべてを広報ツールに入れたいと思うかもしれないが､梢報を詰

め込みすぎた広報ツールは使い物にならない｡そこで､広報ツールに入れたい梢

報に優先順位をつけて､取捨選択する｡社内の人々の好奇心を購い､興味を引
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〈には､ペルソナの名前､役割､写真だけを並べたボスターが最適だ。

●広報ツールに入れる情報には､優先順位をつける

たとえば､初めてペルソナを紹介するポスターでは、名前と写真を最優先にし、

これが目立つものでなければならない。これに対し､数週間～数カ月後に配布す

るポスターでは､名前と役割はすでに人々の問に浸透しているので､優先順位

が低くなる。その代わりに､ペルソナのゴール､能力､希望などの悩報の優先順

位を高くする。

●広報ツールの予算配分を検討する

広報ツールの予算が少なければ､現在必要な広報ツールと将来必要になる広

報ツールに分けて考え､予算配分をしなければならない。

◎５－３ペルソナ広報ツールの3つのカテゴリー

ペルソナ･コミュニケーションの広報ツールは目的に応じて､バズ･ジェネレータ、コン

パリソン･ファシリテータ､エンリッチヤーの3つのカテゴリーに分けられる｡この3つのうち、

どれが早期のコミュニケーション･キャンペーンに役に立ち､どれが製品1M発プロセスで

役に立つかについて説明する。

ペルソナ･コミュニケーションでは､各カテゴリーに対して2つから3つの広報ツールを

制作する｡ここでは､特にオフィスの各所に掲示するポスターについて考えてみる｡ポス

ターは費用をかけずに手軽に作れるが､ポスターづくりにだけ没噸したり､企業文化にそ

ぐわないものにならないよう注意しなければならない。ペルソナを伝えるのに「絶対に正

しい」という方法はないが､組織内に発生するニーズや問題に常に目を向けて､間通っ

た方法を選ばないように気をつける。

次の項から､バズ･ジェネレータ、コンパリソン･ファシリテータ､エンリッチャーの3つの

カテゴリーについて､それぞれ説明しよう。

1７６
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'６ バズ･ジェネレータ

◎６．１ベルソナヘの興味を呼び起こすツール

バズ･ジェネレータは､人々に興味を持たせ､騰題に上らせるための広報ツールであ

る。その目的は、「ペルソナとは何か｣｢ペルソナはどのように使われるべきか」といった

詳細な情報を伝えることではなく､ペルソナというアイデアへの興味を呼び起こすことに

ある｡バズ･ジェネレータは人目を引き､製品開発プロセスにおいて何か新鮮で心朋るよ

うなことが起こると思わせるものでなければならない｡それと同時に、人々がもっと怖報

を欲しくなったり､質問したくなるようなものでなければいけない｡たとえば､全員が帰宅

したあとや週末に新しいバズ･ジェネレータを掲示し､朝一番に目に入るようにすると､突

然現れたポスターに対する質問が寄せられるようになり、人々の期待感と好奇心が均大

する､というようなことも考廠する。

◎６－２初期のバズ･ジェネレータ

製品開発プロセスの初期に､股も効果を発抑するバズ･ジェネレータは、「ペルソナが

やってくること｣｢物事が変化していること」を知らせる広報ツールだ｡これは､新製品の

開発を始めたときの興奮やエネルギーを高める効果がある。

●｢ユーザーが錐か知っていますか?｣ポｽﾀｰを作る

「ユーザーの代役としてペルソナを使用する」という考え方を紹介する前に､社内の

人々に対して､どれだけユーザーの全体像を知っているのかを考えさせる｡このために、

ベルソナやデータについては一切触れずに、「ユーザーが誰か知っていますか?」という

質問を投げかけるポスターを作る。このポスターは組織の人々に、「ユーザーは誰か」と

いう疑川を持たせるきっかけとなる。

このポスターは質問だけを大きなフォントで､タプロイドサイズの紙にプリントすればよい

フェーズ３：｢園生と唾艮」皿客「像」を現喝に取り込む１７７
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図3.1「ユーザーが錐か知っていますか?｣初期のバズ･ジェネレータ

課 巳公

、〃、〃

Ｉ

、

‘ 、

’
､●<／

のでiWiliに制作できる｡これを､オフィスの至るところに貼る｡このポスターでは､紀憶に

洩り､搬論を呼ぶ質問がポイントとなる。

図3.1は質問の例である。

●「ベルソナが来る!」ボスターを作る

「ペルソナが来る!｣ポスター(図3.2)は､ベルソナを設計／開発ﾀー ｹｯﾄにするというア

イデアについて､人々に疑問を持たせることに役に立つ。

過去にペルソナを使ったことがなければ､「ペルソナとは何か｣｢ベルソナが来るとは

どういう愈味か」という疑ＩＨＩが起きるだろう。また、ペルソナを使川した経験があれば、

｢新しいペルソナが手に入るのか｣｢今度はどんなペルソナになるのだろう」などの疑問

を持つはずだ。

これも、「ユーザーが誰か知っていますか?｣ポスターと何様に､簡』肌かつ安価に作る

ことができる。

「ベルソナが来る!｣ポスターは､大きな紙にペルソナの顔のシルエットを貼り､もっと悩報

が公開されることを知らせる簡単な文章とともに白黒印刷するだけでよい。
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図3.2「ペルソナが来る!｣初期のバズ･ジェネレータ
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◎６－３主要ペルソナ紹介ボスターの制作

紹介ポスターはペルソナを仙川している人たちのlllIで人奴のあるポスターだ｡これは、

1<要ペルソナの名liiI，慨WIl､j:典が入ったポスターで､ｊ|&初に．般公川される広縦

シールである。

「ユーザーが雛か知っていますか?」や「ペルソナが来る!」のポスターとは速い､紹介

ポスターは､プロジェクト期|川を皿して雌にかけられていゐケースが多いので､これには

-剛11もjl1ijIlもかけ為(llli1|{(がああ‘,紹介ポスターは肺ドやロビーのように人辿りの多いj鮒

所に偶,｣､すゐと効M1:|'|りだ‘，

ﾌ，ズ３１１i(生と耽長Ｉ加客『似｣釧嶋に取り込む１７９



例3．3のように､紹介ポスターにはペルソナの名前と顔を入れる。また､ペルソナが持

つ興味やものの兄方を示すために､ペルソナに関連した製品のマーケットシェアやベル

ソナの珊境などについての脱明を入れてもよい。しかし､紹介ポスターは１０秒以内で理

解できるものでなければならない｡そこで､ペルソナについての詳細はf↑き､追加悩報を

側る方法として､ペルソナ･キーパーの連絡先やペルソナのｳｴプｻｲﾄのURLなどを記
叔しておく。

図3.3紹介ポスター
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タナーというペルソナを紹介する2枚のポスター。２枚とも､意職的にベルソナの名前と特徴を少

しだけしか伝えないようにし、キーとなる悩報が一目でわかるようにデザインされている。このボス
ターの目的は詳細な１W報を提供する前に､チームに対してペルソナの名前と顔を広めることだ
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