
◎６４後期のバズ･ジェネレータ

製品側発プロセス後期になってからのパズ･ジェネレータの目的は､人々にペルソナ

ヘの興味をよみがえらせ､もう一度ペルソナに桃意を向けるように促すことだ｡後期のバ

ズ･ジェネレータも初期と同様に､情報は少なめにして迫力のあるものにする。後期のバ

ズ･ジェネレータでは､ペルソナの写真をこれまでとは連うものに変える｡ベルソナのモデ

ルに来てもらい､開発巾の製品の試作品を使っている写真を撮って広報ツールに使うと

よい。

製品開発プロセスが進むにつれて､プロダクト･チームの人々は日々の仕耶に追われ

て､新しいアイデアや方法を受け入れにくくなっている。そこで､後期のバズ･ジェネレー

タは楽しく、激務の気晴らしになるようなものにする｡ペルソナの新しい写真や新鮮な怖

報を使い､ほかの街料とは異なったﾌｫー ﾏｯﾄにして魅力ある広報ツールを作り出す。

ビデオやペルソナの般新情報を伝えるEメール､特注のキーホルダー､プレースマット、

マウスパツド､コーヒーマグ､ステッカー､ﾏダﾈｯﾄなどのように､幅広いメディアや小物

類を使うことも検討する。

●予算がある堀合のベルソナ･グッズ制作

ある程度予算があり､話題を呼びたければ､特注の「ペルソナ･グッズ」を外郁に発

注することも考える｡限定的に配布されるグッズは､物欲を刺激するものだ｡また､机の

上に級るグッズを配れば､長期Ⅲにわたってペルソナについての悩報を発伯できる。

グッズの例としては､次のようなものがある。

●コーヒーカップ､ビールグラス､スクイーズトイ､タンブラー、ヨーヨー、マグカップ：

このタイプの品物には、あまり多くの内容はプリントできない(図3.4参照)。とは

いえ､ペルソナの名前と役割は十分プリントできるので､ペルソナを企梁文化と

会賭の中に埋め込むという目的は運せられる。また､写真の代わりにイラストでも

よいだろう。イラストのほうがプリントしやすく、見た目もよい。イラストは単色印刷

できるので､価格を低く抑えたい鳩合にも向いている。

●ペルソナTｼｬﾂ：ロゴ入りの服や特注の服はいつでも人気がある。ペルソナご

とにTｼｬﾂを作ってもよいし、１枚のTｼｬﾂですべてのペルソナを宣伝してもよ
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図3.4ペルソナ･グッズ
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い。このようなＴシャツは、現地視察やＵＣＤ活動に参加したチームメイトにお礼

として渡すこともできる。Ｔシャツはペルソナの認知度を高めるためのものなので、

プリントする情報は最低限に抑える。

●マウスパッド:マウスバｯドは､サイズによって前出の小物より多くの情報を入れ

られる。すべての主要ペルソナの写真と名前､役割、ペルソナのウェブサイトの

ＵＲＬをプリントするとよい。

●ラミネート加工した概要シート:特注のマウスバｯドの代わりに､ペルソナの概要

を入れたプレースマットを作る。近所のプリントショップで､プレースマットをカラー

印刷し､ラミネート加工してもらうだけならば費用はあまりかからない｡ラミネート加

工すると捨てづらくなるので､机の上､掲示板､壁に飾られる可能性も高くなる。

●オリジナルの包装紙：お菓子にオリジナルの包装紙をかけるのも､それほど難し
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ペルソナのビールクラス淀ス

③予算が少ない場合のベルソナ・グッズ制作

予算が少なくても創造力と手間をかければ､効果のあるペルソナ･グッズを用意できるｃ

安価な手製グッズとしては、次のようなものがある。



いことではない。たとえば､チョコレートバーの包装紙のサイズに合わせ､ペルソ

ナの写真と亜要な栂報を少し入れたオリジナルの包装紙をデザインして､光沢

紙にカラー印刷する。そして､チョコレートバーをこの包装紙で包む。主要ペル

ソナのシリーズの包装紙を作ってもよいし、ペルソナによってチョコレートバーの

種類を変えるという方法もある。オリジナルの包装紙で包んだチョコレートバーは、

社員が帰宅したあと机の上に載せておくと効果的だ。

●ベルソナに生命を与えるバズ･ジェネレータ

製品開発プロセスが進むにつれ､ノベルテイ･グッズのような小物では人々の注意をペ

ルソナに向けるのが難しくなることもある｡このような場合にはより強力なバズ･ジェネレー

タを考えなければならない。たとえば､タレントや俳優にベルソナを減じさせて､ロールプ

レイングするという方法もある。ロールプレイングに雌適なタイミングはキックオフ･ミーティ

ングのときだが､製品の仕棟密や試作品のレビューの際に行ってもよい。タレントや俳優

が演じるペルソナを兇ると､資料が理解しやすくなるはずだ。

'７ コンパリソン･ファシリテータ

◎７．１ペルソナ間の重要な違いを理解させるツール

コンパリソン･ファシリテータは､ペルソナ間の餓要な述いを理解するための広報ﾂｰ

ﾙである。コンパリソン･ファシリテータは､特に複数のインタフェースについての意思決

定に関わったり､意思決定を下す立場にある人に役立つ｡典体的には､プロダクト･マ

ネジャー、ドキュメント･スペシャリスト、トレーナー、ユーザー・インタフェース･デザイナー、

開発担当者などである。

コンパリソン･ファシリテータは､バズ･ジェネレータや次節で紺介するエンリッチャーと

は出なる内容の膜級ツールである。バズ･ジェネレータよりは排し<、エンリッチャーよりは

広く浅い内容を提供する。
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コンパリソン･ファシリテータは調査やどえを深めるような形態で作り、人々 が詳細を知

る意欲がわく場所､ちょっとした時間がとれる場所に掲示すると効果がある｡たとえば

肺ドではなく、他ルンジやコーヒーメーカーの近く、ミーティングルームの雌、トイレなど、

人々 が必ずｳ:ちIこまる｣扮所に描ﾝjﾐしたほうがよいということだ。

◎７－２初期のコンパリソン･ファシリテータ

コミュニケーション･キャンペーンの初川においては、コンパリソン･ファシリテータは、

人々にこれまで作成してきたペルソナたちを理解させ､さらに製茄におけるそれぞれの

ペルソナの役削を知らせるのに役立つ。

コンパリソン‘ファシリテータの緋徴は、似数のペルソナの基本梢報を一庇に伝えられ

為点にあ為‘

、ペルソナ・ロースター

佃々のペルソナの紹介ポスターには、１体のペルソナに関して寧典や塙前､役削､引

用が含まれている｡これに対して､ロースター略抑）･ポスターは､すべてのペルソナの

ﾉ催本.|W報を一皮に水すものである(剛3‘5参照)。バズ･ジェネレータと|‘il嫌に､このような

比較怖報をマウスバｯドなどの広報ツールにj仙せるのもよいだろう。

図3.5組織概要図の形式にしたペルソナ.ロースター
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ツの更新

図3.6コミュニケーション相関図
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Ｇ４Ｋのコンテンツ･スペシャリスト

｢G4Kが毎日新しくなってほしいわ‐
コンテンツ提供者
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ペルソナ･コミュニケーション相関図。ベルソナによって形成された｢使用コミュニティ」を表現す

るデザインになっている。コミュニケーション相関図は､ベルソナの詳細にはあまり触れない。その
代わりに製品との相対的な近さを示す。このような相関関係は､製品開発チームが「ペルソナは
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●ペルソナ･コミュニケーション祖凹図

ペルソナ･コミュニケーション相関図は､ペルソナに代表される「使用コミュニティ」を

示すものだ。コミュニケーション相関図は､ベルソナが製品を通じてどのようにほかのペ

ルソナと関係するのかを衣す｡これは比較的単純であり、コンテクスト･デザインプロセス

の一部として作られていることを除けば､「役割モデル」に近いものである[Beyerand

Holtzblatt､1998]・

コミュニケーション相INl図は､それぞれのペルソナのイメージ(写典やイラストなど)を

使って､ペルソナ間のIIU係を図解して作る｡たとえば図3.6のように､すべてのペルソナ

およびその対象となる製品を配慨し､これらのイメージの間に線を引いて､ペルソナ間の

関係､ペルソナと製品の関係､そしてそれらの間の相対的な「近さ」を表現する｡広報

ツールやシステムなど､製砧の使用に影響を及ぼすと考えられるものは､すべて相関図

に入れる。

コミュニケーション相関図は､コミュニケーション･キャンペーンの初期に､そのペルソナ

を作成した理由､および各ペルソナと製品との間にある相関関係についての理解を促

すのに役に立つ。

●エグゼクティブ･サマリー・スライド

事業部長やマネジャー､営業など､ターゲット･ユーザーと話さなければならない人の

ために図3.7のようなエグゼクティブ･サマリー(概要)・ｽﾗｲドを作る必要もある｡彼らは

クライアントへのプレゼンテーションに､このエグゼクティブ･サマリー･スライドを利用できる。

エグゼクティブ･サマリー･スライドには､プレゼンテーションを見た人が「ペルソナとは

誰か」を理解できる程度の､ごく埜本的な情報だけを入れる。同時に､ペルソナをどの

ように開発プロセスに取り入れているかを示すｽﾗｲドも数枚用意する｡このような準備を

しておけば､ほかの人たちが､ペルソナとペルソナ･プロジェクトについて間述った説明

をする心配もない。

組織内では､多くの人がi１M発の進捗状況やプロセスについて括したり､将来の顧客

についての情報を得ようとしている｡したがって､ペルソナやその使い方に関して､正確

で質の高い資料を提供するのは重要なことだ。
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図3.7G4Kベルソナのエグゼクティブ･サマリーのスライド

Ｇ４Ｋペルソナ

タナー･トンブソン
とんでもないいたずらっ子

コルビー･チャンドラー

独創的な子供

オースティン･アイバーソン

元気のいい競争者

ブレストン･パスキーツ

おませな未就学児

アイリーン･パスキーツ

愛怖あふれる親

エレイン･エバンス

啓議的な先生

マーケットとターゲット顧客を知ろう。

これがＧ４Ｋペルソナの概要だ。

タナーは何ごとにも熱心な9歳の男の子で､コンピュー

タ、ゲーム､そして目新しいものはなんでも好き。楽し

いことが大好きで､活発なゲーマーでもある。彼は､と

にかく遊ぶことが好きだ。タナーはG4Kブランドと特定

の製品を知っている。

コルビーはチャーミングな7歳の小学生の女の子。想

像力をかきたてるもの､精巧にできているもの､楽しい

ものが好き。彼女は読み書きが楽しくて学校も大好きC

G4Kの製品を持っているが､ブランドについてはよく知

らない。

オースティンは運動神経がよい１２賎の男の子。胆争

すること､撰職することにはなんでも興味を持っているｃ

彼はどんなスポーツも大好きで､優秀なスポーツ遡手

である。彼は蔑争と勝利の興奮を求めてビデオゲーム

やコンピュータゲームをする。G4Kのブランドとその製

品を知っているが､持っていない。

プレストンは、明るい目を持つ､探究心旺盛な3戒の

男の子｡新しいものには､なんでも興味を持つ。彼は

両親のＰＣが好きだが､お母さんのアイリーンは、彼

一人ではＰＣで遊ばせてくれない。インターネットに接

続しているときはなおさらだ。G4Kのブランドも側品も

知らない。

ブレストンのお母さん。超多忙。アイリーンは慎重な

性格で､ブレストンの育児が最大の関心頚である。

彼女はプレストン相手に過ごす時間が好きだ。アイ

リーンはプレストンのためになるＰＣのエクスペリエンス

を狼極的に探している。G4Kのブランドも製品も知ら
ない。

エレインは若く、小学校の先生としては新任のほうだ。

彼女は､子供たちの教育ツールとして､テクノロジーを

活用することに興味を持ち､そのためのトレーニングも

受けている。彼女は､ＰＣが若者にとって皿要なツー

ルであると考えている。彼女は漠然とG4Kブランドを

知っているが、自分でＧ４Ｋ製品を減したことはない。
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◎７－３後期のコンパリソン･ファシリテータ

プロジェクトが進むにつれ､それぞれのベルソナの通いや製品の各インタフェースに

対応するペルソナの饗求の迎いについて､組織内の人々が同じような疑問を持つように

なる｡コンパリソン･ﾌｧｼﾘﾃー ﾀはこのような疑問に符える手段となる｡コンパリソン･ファ

シリテータは製品に関わる各ペルソナの情報を一皮に伝えることもできるし､詳細と大局

の両Ⅲiから､ペルソナ川の違いを見せることもできる。

初期のコンパリソン･ファシリテータと後期のそれとでは沸細皮が異なる｡プロジェクト

の進行に応じてメンバーは特定な情報を要求するようになるので､後期のコンパリソン・

ﾌｧｼﾘﾃー ﾀのほうがより詳細になる。

●詳細なコンバリソン･ボスター

詳細なコンパリソン･ポスター(図3.8)は怖報戯が多いことを除けば前述のペルソナ・

ロースターと似ているが､コンパリソン･ボスターはペルソナの詳細情報を分類して提供

するものだ｡このポスターは常に重要なキーとなる1W報を強調するために作る。コンパリ

ソン･ポスターは次の節で税明するエンリッチヤーとIIil槻に､製品開発にきわめて爪要な

質l川や､特定の分野に関わる問題に回答する目的で制作することもある(図39参照)。

コンパリソン･ファシリテータが有効なのは扱った愉報についての決定が下されるまでの

間だけである。

コンパリソン･ファシリテータ以外にも､ベルソナ|Ⅲを比較するために次のような広報

ツールがある。
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●ペルソナ･トレーディングカード:使っているペルソナの数が多い場合は､トレー

ディングｶー ド(図3.10)を作るとよい。ペルソナの数が少なかったら､トランプの

ようなカードを作って､衷面にペルソナの情報を配iiiするという方法もある。これ

は､興味を喚起するためのバズ･ジェネレータと､ペルソナ間の比較をするため

のコンパリソン･ファシリテータの中間の機能を持つ。カードを使うﾒﾘｯﾄは設計

ミーティングやその他の活動を行うときに擢帯でき､いつでもﾀｰヶｯﾄ顧客に関

する梢報を取り出せる点にある。



●ペルソナ･リファレンスブックレット:チームメイトがミーティングに持っていけるリ

ファレンスブックレット(小さなサイズのバインダなど)は､きわめて安価に制作でき

る。これは、トレーディングカードのようにベルソナの情報の挑帯性を提供するだ

けでなく、ほかの人々 にペルソナの存在を意識させ、ペルソナについての学習

やペルソナの利用を促進させる効果がある。ただし､情報を詰め込みすぎないよ

うに注意する必要がある。

図3‘８詳細比較ポスター

Ｇ４Ｋキッズ

名前

キャッチ
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フィン、宿皿／厩
査

ある基準に従って､G4Kキッズを横断的に調べて比較す
る。誰が開発中の製品の特徴にぴったりくるだろうか。

露
コルビー

７歳

独創的な子供

居間。許可があれ

ば、ときどき兄の
ＰＣも使う

ブロードバン侭

１製品を所有して
いるが、ブランド

についてはよくは
知らない

友逮とチャット、
ネットサーフィン、
学校の課皿′岡
査､アート,/､ｸラフ
ト

オースティン

１２歳

元気のいい

鯉争者

自分のベッドルー

ム。居間のＰＣは
めったに使わない

ブロードバンド

ブランドとキャラク
ターを知っている

が､製品は持って
いない

ゲーム､ﾈｯﾄサー
フィン、スポーツ

のスケジュールを

鯛ぺる、好きな選
手について園ぺる、
学校の課題／銅
蚕

ブレストン

３歳

お膜せな

未就学児

ホームオフィス。
ママと一緒に使う

ダイアルァップ

ブランドもキャラク
ターもわからない

敦而的なゲーム、

アイリーンがよい

と思う軽いエン
ターテイメント

G4Kキッズの詳細比較をしているポスター。これは、すべてのG4Kペルソナを、すべての服点力
ら比鮫しているわけではなく、Ｇ4Kプロジェクトにとって雌要な点のみを比べて､主要ベルソナ間
の逸いを示している

ﾌｪｰｽ'３．『慨生と成長Ｉ顧客｢像ｌを現場に取り込む１８９
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図3.9特定分野のコンパリソン.ポスター

。カールのゴール

実該に集中する。
静下を満足させる‘、
マネジャーを渚足させる億
自分の謡署を育てる。

組織マネジメント･ペルソナ人砺関連

フオルクス・モーターワークス、

ＡＧ

オットー･バウァー

組殿プランナー

｢さあ､君のサクセスプランを考
え始めよう」

エレナは１日の大半をアミ
ノ製築のR&D部門の従巣

貝の採用、転勤、退社に
必要な書類を処理して過
ごす。不完全だったり、不

明確なことがあると、時間
をかけて答えを探す。彼女
は書斯処理のエキスパート
でああ,

､エレナのゴール

人事部内で昇進するｃ
正確な仕事をする。
人の助けになる。
後れをとらないｓ

アミノ製薬

カール･ステファンス

ＰｈｏＤ

研究所マネジャー

『レビューした
ばっかりじゃないか」

踊認
ｱﾐﾉ製蕊

エレナ･モンゴメリー

人事コーディネーター

『この書類には､ﾏﾈジｬー の
サインがいるわ」

主
要
ベ
ル
ソ
ナ

b剥毎

ロ

ｵｯﾄー い、耶業部畏とディ
レクターを助けて､推脈性
の揃い組織作りをしている．
これ喉でのプロジェクトの

菜摘を理鯛し、会社の溌
化を予測するために、従案
員の人廟統計に､アクセス
したい。

サニーエレクトロニクス、ＵＳＡ

マーティン･シュワルツ

劉職部|'ijディレクター

iこの数字を火曜日窪でに
宵えるかい’

カールの主な仕耶は研究

であるが、予算の作成､従
案員のトレーニング評
僅、ボーナスの支定もす
る。カールは従案員とマネ
ジャーを満足させたい。人
砺間迦の書剛処理は仕耶
の妨寄になっていると港え
ている、

サニーエレクトロニクスは

世界中に製逓部門を持っ
ている。マーティンは彼の

部門の梨絹を関倣し、将
緊を予測し計間するために、

人員柵Ⅷと給与愉州にア
クセスする必要がある。

ジリアンはマネジヘ'一と従

業員のコミュニケーション
を改蕃したり、「脳動」の
解決に努め､強力なチーム
をl＃策する助けとなりたい

と思っている。鵬た、早急
に間皿を見つけてjW決す
るために､状況を榊に把狸
していたいと思っている。

クーパー･インタラクシヨン･デザイン人廟組織マネジメント1999年11月23日１/1ページ

クーパー，インタラクション･デザインからのペルソナ･･り･マリ一・マトリクス
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@ジリアンのゴール

書類処理ではなく人。

経営サイドと組んで､健全
な部署を作る。
前向きでいる。

社内によい人間関係を策
く。

、オットーのゴール

健全な組織を梢蕊する。
部門マネジャーや上位のマ
ネジャーと組む心
従業員にとって陣番となる

もの、あるいは従業貝に
とってのチャンスの存在を

見つける。
ビジョンを掲げ、進むべき
方向を決める。

レーシーズデパート
ジリアン･ウィンターズ

人耶部マネジャー

｢｢人｣が一薪の財産．

ｏマーティンのゴール

時間厳守､予算内。

最終的な収益を理解するｓ
生亦性を最大にする。
或基をコントロールする。



囲厩１０ペルソナ・トレーディングカード

８ エンリッチャー

◎８－１ペルソナの詳細な情報を伝えるツール

エンリッチヘ'－は､ペルソナの詳細な'|)'i縦を伝え為腹Niツールである。これはバズ・

ジェネレータと述って、側をﾘI<ようなものである必嬰はないが､デザインに優れ､しっかり

としたｺﾝﾃﾝﾂを持つものでなければならない。

エンリツチャーは俳細なペルソナの描fj:､たとえば↑j:動、知仙レベル､ふるまい、先人

観などとペルソナを結びつける広報ツールや活動のことである.ｴﾝﾘｯﾁｬー は常に手

元にある必要はない。また､エンリッチャーによっては､ある意思決定後には､まったく蔵

味がなくな為ものもある

エンリッチャーのIl的はプロダクト･チームのペルソナに対するJ１Ｍ解を深めることであり、

特定の分りfにlMjしての詳細な情報を伝えたり､チームが排つ疑問に答えたりするために

フェーズ３「誕生と唯塁Ｉ即恋『像Ｉを頚埋に取り熟心１９．



使う。

ｴﾝﾘｯﾁﾔｰが持つ情報は､チームがそれを利用することにより､ペルソナに基づいて

(すなわち､データに鵬づいて)、製品の機能を決められるものでなければならない。

エンリツチャーは､ほかの広報ツールよりも多くの怖報を含んでいることが多い｡エン

リッチヤーは､これまでとは違う分野の情報を使って､ペルソナヘの理解が深まるように

デザインされる｡たとえば､「ペルソナは印刷をどのようにやるか｣｢ペルソナは家に帰っ

たときに､持っていた本をどうするか」など､小さなことまで描写する｡前述のパズ･ジェ

ネレータも､特定の分野の詳細備報を含んでおり､ｴﾝﾘｯﾁｬｰと何じょうにペルソナヘ

の理解を深めるための要素を持っている。

なお､ベルソナ･ﾄﾚー ヂｲﾝダｶー ドには､写真､名前､仕事､役割のほかにも詳細悩

報が含まれている。

◎８－２ペルソナ･ペーパー

組織内で人々がペルソナを培前で呼ぶようになったら､ペルソナの最も基本的な知峨

が授透したと考えてよい｡この状態になったら､ペルソナ･ペーパーを配ることにする(側

3.11参照)。これは､ペルソナの履歴書のようなものだ｡ペーパーのサンプルはウェプ上

にたくさんある｡ペーパーには､プロダクト･チームが興味を示すと思われる情報だけを

入れる。

また､マーケティング･チームが興味を持つ梢報と､開発担当者の役に立つ愉報は

異なるというように､各チームによって知りたい内容が連うものなので､時間とリソースが

あれば､基本文番から､配布先のグループに適した怖報を選び出してペーパーを作る。

ペルソナについてのすべての情報は､基本文番に記されているので､その中から相手

に応じて悩報嬰素を遡択するのは難しくないはずだ｡ただし､フォーマットは統一する。

たとえば､マーケティング･チーム向けに複数のペルソナごとにペーパーを作るとしたら、

各ペルソナのペーパーのフォーマットを同じものにする｡そのほうが､備報が見つけやす

いからだ。
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薗彫1１ペルソナ・ペーパー

タナー・トンプソンを紹介します
サマリー（概要）

タナーは何ごとにも熱心な9歳の男の子で、コンピュータ、ゲーム、そして目新しいもの、祭しいことが好
きで、活発なゲーマーでもある。とにかく遊ぶことが大好きだ。
タナーはＧ４Ｋのゲームタイトルを知っていて、面白いことを求めてＧ４Ｋのリイトを頻緊に訪れる。
タナーは両肌の娯緊に対する出質について、大きな影智力懇掩つ。

紹介

タナーは９賎で、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）と住んでいる。

タナーは運動好き。スケートボードや自転車も好きだし、庭や近所の小川で遊ぶことや団体スポーツにも
積極的だ。しかし、一冊楽しいと思っているのはコンピュータだ。テレビよりコンピュータが好きだ。
タナーは幼稚団の頃から幼W噸や学校のコンピュータを使ってきたが、２年前から家族共用のコンピュー
タを使うようになった。

タナーはコンピュータでゲームをしたり、ネットサーフィンをしてｒ棚ぺもの」をしているが、時々 、学校
の課題のためにコンピュータ老便うこともある｡現在､彼が－柵好きなゲームは､シムズ2である｡ローラー
コースター・タイクーン３も大好きだ､，

Ｂｋ

ペルソナ･ペーパーの例,､Ｇ４Ｋのタナーのペーパー

◎８－３ターゲット詳細ポスター

ターゲット,i剛|ポスターのIl的はペルソナに11ＡＩするﾘトだの１，ｉｆ州を伝えることだ。ター

ケット,脈細ポスターでは､|川発プロセスのニーズに応じた州恨やjllfWil)服を扱う。また、

このポスターはああ分野やある話題についての人々 のどえ〃を一致させ､組織の定兄

を形成するのに役.'わ。

図3.12は､Ｇ'1Ｋチームのために制作したﾀー グｯﾄ沸細ポスターだ。

フ丁一ズ３８１鵬生と成長｣叩客「伽ｌを理埋に取り込む１図６



図3.12ターゲット詳細ポスター

タナーはもう何年もコンピュータを使っている。
コンピュータの利用は幼児期から姑誤る｡５職児の約3/4は､ﾘでにコンピュータを
使用し､90％のティーンエイジャー<１３～１７職)は､コンピュータを侭っている｡イ
ンターネットの利用率は､５歳児で25％､９錨では50％､１５鰯から１７戯では75％
以上となっている。

タナーはコンピュータをゲーム､ネットサーフィン､宿題に使う。
5縦から１７職の子供の過半数以上(59％)が､コンピュータでゲーム逝し､４０％以
上がインターネットに接続し､44%が学校の課肌にコンピュータを使っている。

タナー(とんでもないいたずらっ子)は、

Ｇ４Ｋの重要なターゲットだ。

タナーはコンピュータを娯楽と考えている。
12歳以下迩規楽とゲー ﾑのためにｲﾝﾀー ﾈｯﾄにｱｸｾｽする子供の欺偲､1998年から1999年の１mに
3倍以上珊加して920万人老超えた｡これは､同じ年齢層でコンピュータを宿皿に使う子供の敗を上回って
おり､特に12鰹以下のⅢ子が伸びている｡姻玩した子供の63％が､テレビよりインターネットへアクセスす
ることを好み.５５％が冠髄よりもインターネットを選ぶ６

タナーは選り好みが激しく､注意散漫な

傾向があり､複数のことを同時にやろうとする。
１０代の子帆の41％が､ネットリーフイン中に別のこともする｡中
には､･リーフィンをしながら飛陥をかけたり､物を食べたり､音楽
を聴いたりする子供t,いる｡Ｗこ､コンピュータを使いながらテ
レビ藍見る子供もいる。

一一

このターケット詳細ポスターはタナーのコンピュータおよびインターネットの使い方についての梢報
提供を目的として作られている

◎８－４ターゲット詳細配布物

前述したバズ･ジェネレータはそれに含まれる情報の11tとタイプによって､エンリッ

チャーとして機能させることもできる。ペルソナ･トレーデイングｶー ドやオリジナルの包装

紙には､その時点で'1m喫な1)州lだけを厳選して記ilij《す為。・方でベルソナグッズに褐

紋するh'州lは､グッズがlmaUIl川にわたって持ち続けられることを|W提としたものを選ぶ。

また、怖報のタイプごとに、別の広報ツールを使うようにする。たとえば､モバイルにつ
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いてのﾀｰケｯﾄ悩報にはキーチェーン､ＰＣの利用についてはマウスバｯド､娯楽につい

てはマグカップというようにする｡どのグッズにも､ペルソナの写真､名前､仕事､役割な

どの基本怖概は必ず載せる｡このほか､ペルソナのゴールやペルソナを定義する引用

文なども､すべての広報ツールに入れるのに適した梢報だ‘，

◎８－５ペルソナ･メール・キャンペーン

ペルソナ･メール･キャンペーンは長期iIIlにわたってムリなくペルソナの怖報提供ができ

る手段である｡ベルソナ･メール･キャンペーンは詳細悩報をすばやく､しかも相手の興

味を引きながら伝えるのに役に立つ。しかし､数多くのメールを送り続けると､相手が不

快感を持ち､スパムとして扱われる恐れもある。

ペルソナ･メール･キャンペーンを計画するにあたり、簡潔なメールにすること､やわら

かい文蹴にすることを心がける｡メールを受け取るか否かを選べるようにしておく必要も

ある｡そして､メールを受け取らない人やメールを見逃してしまった人のために､メール

の内容をペルソナ･ウェプサイトにも掲戦する。

●マンスリー･ペルソナ･ニュースﾚﾀｰ:月に１回程度発行する､すべてのペルソ

ナについての柵報を伝えるニュースレター。ニュースレターのﾍｯドﾗｲﾝとしては、

次のようなものが考えられる。

「ブﾚｽトンとアイリーンは､余暇をどう過ごしているか」

「エレインは､なぜｱｯブグﾚー ドを恐れるのか」

「オースティン､タナー､コルビーは､競合メーカーをどう思っているか」

製品開発プロセスでは、その時々に合わせた各種の摘報が必要になる。

ニュースレターが提供する憎報の例としては､セットアップ／インストール､セキュ

リティ､各国贈対応､モバイル､支払い／胴入などがある。ニュースレターには

各ペルソナについての身近な話題を使って宣伝文を宙き､数枚の写真､データ

チャートや関連する図などを入れる。さらに詳細な梢報を入手できるように､ペル

ソナ･ウェブサイト、ペルソナ基本文書､鯛査レポートへのリンクも記載する。ま

た、ベルソナを使って、製品の開発状況をレポートするという方法もある。たとえ

ば､璽要な設計上の決定や機能の変更をターゲット･ユーザーの立場から見て

ﾌｪー ズ3:｢腿生と成畏」叩客｢像jを現堀に取り込む１９５



報告し､その中で､ペルソナがどのように使われたかをﾚボー ﾄする。また､あなた

が調査やほかのUCD活動にも携わっている場合は､すべての｢ユーザー｣情報

の主要ポイントを1つのレポートにまとめて配布してもよい。

●ウイークリー･ファクトイド･メール：ペルソナ関連の梢報を伝えるメールは､完壁

なニュースレターの形でなくてもかまわない。図3.1３のように、１つのファクトを選

んで､週に１回送信してもよい｡ファクトはそのときに自分が最も知りたい情報を

もとに避択する。また､このメールを作ることはコア･チームを集めるチャンスにも

なる。メールで扱うファクトを選ぶために､ペルソナ･キーパー全員でペルソナの

利用状況を賭し合う必要があるからだ｡なお､このウイークリー.ファクトイド.メー

ルは､相手を諒む気にさせるのが重要なので､数行か1バﾗゲﾗﾌ程度の簡略な

ものにする。詳細な悩報は関連するウェブページで入手できるようにリンクを設

定しておく。

●ペルソナ･メールアドレス:サーバー管理者に依頼して､各ペルソナ用のメールア

ドレスを用意してもらう。社内でメールアドレスが用意できなければ､Hotmailや

Yahoo1メールのような無料のメールを利用してもよい。そして､社内システムが

対応可能ならば､ペルソナのｱドﾚｽ宛に送られたメールは､自動的に担当のペ

ルソナ･キーパーに転送されるようにする。ペルソナ･メールアドレスの利用方法

の例としては､エンド･ユーザーに有益なことをしたチーム･メンバーに賛辞のメー

ルや｢サンキュー」メールを送ることがある。このメールは､ペルソナ自身から送

るようにすると効果的だ。ペルソナからメールを送ることには､２つの目的がある。

１つはペルソナの存在を普及させること。もう1つはチーム･メンバーに顧客志向

を続けさせることである。組織内でペルソナのメールアドレスを広め､ペルソナ関

連の質問は､そのアドレスに送るように勧める。各ペルソナ･キーパーは､組織

の人々から送られてきた質問に対する回答をペルソナから返信する。

「実在しないペルソナからメールを送るなんて､極端すぎる」と考えるかもしれないが、

実際に行ったところ､おおむね楽しく面白いと好評であった｡ペルソナ･メールアドレスを

使うことには､利点とﾘｽｸの両面がある｡利点としては､ペルソナが受信したメールの

数が多ければ､プロジェクトの股終段階でROIを測定するために利用できることがある。

たとえばメールの数が多いことは､ベルソナが十分に利用され､亜要なユーザー･デー
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図3.13ウイークリー・ファクトイド･メール
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012戒以下で､州幽とゲームのためにインターネットにアクセスする子供の訓31998年から

1999年の伽冨３倍以上1M加して920万人を超えた。

これは､同二年部jWでコンピュータを宿囲に便う子供の蚤溌f上回っており、為に12歳以下の
男子が伸びている。

◎12戒以下で、凱典とゲームのためにｲンタ

1999年の脚冨３倍以上1M加して920万人を

これは､同二年部jWでコンピュータを宿囲に

男子が伸びている。

こアクセスする子供の訓31998年から

贋う子･際の蚤溌f上回っ･ており為に１２歳以下の

③尋Ｗこち陣テレビや慰濫よりインターヰットの匿うが好きだ｡鯛宣した人句の63Xがテレビ
上りインター家ツトを怖み５５Xの人が篭諾上りインターネットを弄んでいる．

③若い人たちは、テレビや

上りインターネット蓮好み

慰濫よりインターヰットのほうが好きだ｡鯛宣した人匂の63Xがテレビ

55Xの人が篭濫よりインターネットを好んでいる。

。､ﾝﾗｲﾝゲームの人到ざ上卯している.1999年に蝉､ゲームプレイヤーの18%がオンライン

ゲームに参jXしていたが.2003年の胴董でＩま、如詞ごゲーム竃するケームプレィャ－の1/３

〈37%)が鄭ンラインでゲーム乱ている｡2002年にI調1躍ったので､６郷@海っていることが
わ恥う⑧

○オンラインゲームの人知副上卯している.1999年に蝉､ゲームプレイヤーの18%がオンライン

ゲーム1こ参jXLていたが,2003年の胴董で鰹、如詞ごゲーム竃するゲームプレイヤーの1/３

〈37%)が郡ンライン･ビケーム乱ている｡2002年にIz31躍ったので､６jMI@海っていることが

わかる｡

◎全般師忌男子は

ページの作成､ソフ

？0代の男子の多く’

ている｡

テクノロジーに叫味奄宗し､ケームを劃-,tためのリソースの:伎恭.ワェブ

トウェアのダウンロード､ミュージックﾌｧｲﾙのダウンロードなどを行っている・

獣､ゲーム直したり､ゲームのアドバイスを得るためにインターォットを1111,Ｊ

③全般的に、男子はテクノロジーに叫味奄宗し､ケーム壷郵_,むためのリソースの猿栄ワェブ

ページの作成､ソフトウェアのダウンロード､ミュージックﾌｧｲﾙのダウンロードなど壱行っている〈

１０代の男子の多くは．ゲーム寵したりゲームのアドバイスを得るためにインターォットをfﾘ1m』

ている｡

Lロ』

G4Kのウイークリー・ファクトイド・メールの例。このメールでは､タナーのウェブやゲームに関する

行動を説明している

ﾀを伝達する効果をあげたことを,ｋしていると主張できることだ｡リスクとしては､ペルソ

ナからのメールなんてばかばかしく、迷惑と思われることがある。

◎８－６アンチ・ペルソナを作成する

ペルソナについてのJIl州を深める方法の1つとして､アンチ･ベルソナを作成し、「ﾀｰ

ｹｯﾄではないのは,雌か」を,(す方法がある。このアンチ･ベルソナとは､アラン･クー

パーの前掲,Iド『コンピュータは､むずかしすぎて使えない!」[C()()pel･’1999]で定義した

｢負のペルソナ」のことである《、

アンチ･ペルソナは、製品のターケットから除外する人を例′侭するための而略なベルソ

フェーズ３：｢溌生と嘆長」剛詳｢似ｌを現蝿に取り込む１９７



ナのことである｡組織の多くの人が､ターケットとする顧客についての間違った考えに縛

られていたら､アンチ･ペルソナについてのコミュニケーション資料を作成するとよい。

ターケットについて間違った考えを持ってしまうことは､開発チームのメンバー自身が

開発する製品のユーザーである嶋合や、製品分野に密接に関わっている珊合に起こり

がちだ｡たとえば､開発チームのメンバーがアイリーン･ペルソナのように年齢の低い子

供を持っていると､その人はﾀー ｹｯﾄのユーザー(子供)と深く関わっていることになる。

しかし本人は､121分がﾀー ｹｯﾄとかけ離れていることに気づかない。開発チームのメン

バーは､技術力という点でﾀー ｹｯﾄである子供と大きな隔たりがあるというDII実に気づ

かないということだ｡このような場合はアンチ･ペルソナを使って違いを示し、「あなたは

典型的なユーザーではない」ということを伝える。

アンチ･ベルソナは、「悪い人」や「ネガティブな考えを持つユーザー」を代我してい

るわけではない｡アンチ･ペルソナは､組織に聾延しているターゲット･ユーザーについて

の川述った仮脱を明らかにし､アンチ･ペルソナのために製品を設計してはいけないこと

を伝えるものだ。

たとえば､G4Kのアンチ･ベルソナとしては、１０代後半の若者か大人で複数のケー

ム用コンソールやプラットフォームを所有し､新しいケームはすべて発売と何時に耽入し、

ケームマガジンを定期鱗読していて､地元やオンラインでのゲームトーナメントにも参加し

ている「すごいケーマー」が挙げられる。

◎８．７実在ユーザーのボスターを制作する

怖報提供よりも､信頼性を高めることに並点を低いた広報ツールが必要になることもあ

る｡このような場合には､そのペルソナに適合する実在のユーザーからの､生の声だけ

でポスターを制作する。

図3.Ｍは､タナーのような子供が自分自身やコンピュータについて猫っているポスター

である。実在のユーザーのポスターは､ペルソナが実際のユーザーが持つ実際のニー

ズをもとにして作られていることを示す。
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図3.14ターゲット詳細ポスタ一

タナーは本物だ－実在の子供たちの生の声
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私たちは､タナーのニーズをもっと理解するた
めに､２３人の小学生にインタビューした｡ここ
に掲載したのは､子供たちの生の脚である。
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エイダン(９歳）
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Ｇｋ

このターゲット詳細ポスターは、タナーのコンピュータおよびインターネットの使い方についての梢

報提供を目的として作られている

９１ぺﾙｿﾅ盗料の管理と保存

◎９－１ペルソナの広報ツールを集中管理する

広報ツールを含めペルソナに関するすべての資料は､一筒所にまとめて保作し、コ

ア･チームが既存の資料を糖理したり、どのように使われているかを兇守れるようにするｃ

一飾所にまとめてあれば､必喫な‘h州lを),Lつけやすいというﾒﾘｯﾄもある，

凌料を一簡所に保存するには、いくつかの〃法がある。披初は、ミーティングルーム

ﾌ,－ズ3：｢腿生と成長Ｉ顛客｢像｣を現蝋に取り込心１９９



あるいは共有ルームのテーブルの１つをペルソナ本部として､基本文書や調査レポート

のコピー､広報ツールをそこに侭く。さらに､ＦＡＱシートを掲示したり､投書箱や掲示板

を股慨して､交流ができるようにする｡そして､この珊所の悩報が常に般新のものである
ように気をつける。

次に､組織に内部ネットワークやイントラネットがあれば､共有フォルダかウェプサイトを

作る｡内部のペルソナ･ウェプサイトを作ると､ｺﾝﾃﾝﾂを階層櫛造にして保存でき､重

要な資料にチームの注意を向けさせやすくなる。

◎９－２すべての資料をベルソナ･ウェブサイトに保存する

リソースが許せば､すべてのペルソナ･データや脱明啓､資料をまとめて保存する場

所として､ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄのウェプサイトを柵築するとよい｡ペルソナ･ウェプサイトはどのよう

に作ってもかまわないが､ペルソナに関する梢報を徐々 に､しかも大量に公開できるよう

に設計する必要がある。

また､ペルソナのホームページには､次の3つの蕪本項目を戦せる。

●主要ペルソナと副ペルソナのﾘｽﾄ、および各ペルソナの詳細摘報へのリンク

●ペルソナの使い方についての憎報やツール､テンプレート

●ペルソナ手法とベルソナ作成プロセスについての情報へのﾘンク

作成済みの資料や基本文排､加工されていないデータ･ソース､そして､それらへの

リンクなどは､ウェプサイトの階刷櫛造の最も深い位世に置く。これに対し､ペルソナの

基本的な性質が含まれているバズ･ジェネレータや概要､スケッチなどは､アクセスしやす

くしておく｡そして､ｻｲﾄのビジターを怖報へ導くためのナビケーション機能も不可欠だ。

基本文啓へは､ホームページから直接ﾘﾝｸするのではなく、川にペルソナごとの悲

本情報を褐戦した概要ページを腿く°妓初に見せる愉報を厳選して､ビジターの負担を

軽くするためだ｡概要ページにはペルソナの役割やゴール､概要を記載し､徐々 にペル

ソナの定義を理解できるようする｡また､ペルソナの蕪本的な特徴を知ってもらうために、

一目でわかるような比較のページも作ったほうがよいだろう。人々 が共通して持っている

質問の回答となる資料へは､簡単にアクセスできるようにする。
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