
ペルソナ･ウェプサイトは､チーム内でペルソナヘの信頼を高めるのに役立つだけでな

く､怖報をレベル分けして提供する広報ツールの1つともなる。人々はベルソナの主要情

報を閲覧するにつれ､データやプロセスなどの周辺怖報を理解していくようになる｡また、

ペルソナとそのもととなったデータとの関係も明らかになる。人によってはペルソナがデー

タをもとに作られているという証拠が欲しいだけで､詳細までは必要としていないこともあ

る｡そこで､フェーズlで説明したデータ･ソースのインデックスが作成してあれば､それ

もウェプサイトに褐戦する｡インデックスが証拠になるはずだからだ｡ケーススタディのよう

な､ペルソナ手法そのものに関する情報へのﾘﾝｸも記戦しておくと効果的である｡そし

て､このペルソナ･ウェプサイトは、ターケット･ユーザーやUCD活動についての情報源と

して更新し続ける。

l１ｏ あなたがコンサルタントの場合

◎１０．１クライアントの理解が得られない場合の対処方法

ペルソナのフェーズ3:｢挺生と成長」期は､外部のコンサルタントにとって大変難しい

時期だ｡クライアントが､ペルソナに関する敬育やコミュニケーション活動の爪要性を理

解しなかったり受け入れなかったりすることもあるし､広報ツールへの支出が理解されな

いこともある｡そのうえ､開発プロセスの現嶋にいられないので､適切なペルソナの使用

を促進したり､使用状態を観察できない場合もある。

このような冊題が起こってしまうと、内部にペルソナの「擁護考」を見つけない限り、

ペルソナの効果はあがらなくなってしまう。

クライアントの理解が得られない場合の対処法としては､ペルソナの作成やコミュニ

ケーション活動のすべてに対して､クライアント側からの参加者を藤る｡クライアントのコ

ア･チームがペルソナの作成に関わることになれば､コンサルタントが直接､啓蕊活動に

柳わらなくてもよくなる。また､適切な広報ツールを制作するには､クライアントからの怖報

も必要なので､ｸﾗｲｱﾝﾄのコア･チームの存在は有効である。

ﾌｪｰズ3:i騨埜噌剛皿客｢像jを現唱に取り込む２０１



誰者からのｱドパｲｽは｢この段階は低予算に抑えること｣である｡できれば､クライア

ントのコア･チームにキックオフ･ミーティングを運営し､プレゼンテーションもしてもらう。ま

た､クラアントとのミーティングでは､影靭力のあるメンバーを見つけて､ペルソナ擁護の

先導者候補にする｡その人物には､ペルソナ･キーパーの価値と必要性を時間をかけ

て説明する。

ペルソナ自体がコンサルタントとしての主な提出物件である場合は､まず､クライア

ントがベルソナについての知識や期待を持っていることを確遡する｡そのうえで､クラ

イアントがペルソナを管理したり､継続的なキャンペーンを迦営するために必要なソフト

｢Photoshop」のテンプレートや仕棟書のテンプレート､サンプル文書､コミュニケーショ

ン･キャンペーンのｱｲヂｱなどのツールを提供する。クライアントに対しては､継続的なコ

ミュニケーションの必要性を説くだけでなく､優れた広報ツールを制作するための予算も

必嬰であることを説得する。少なくとも､ポスター･ボードに貼った大きなベルソナのポス

ターは作らなければならない｡これがあれば､「ペルソナ」をミーティングに招待し､椅子

に座らせることもできるからだ｡ポスターには多くのデータを記栽しておき､データがいつ

も手近にあるようにする。

フェーズ4では､コンサルタントが剛意し、クライアントに配ｊiするペルソナ箭理ツール

やペルソナの使用を支援するためのツールについて税明する。

コンサルタントとしての仕事がここで終わったら、製品開発の期間や製品発売後に

も､何回か状況確認できるように交渉する。少なくとも初期の設計段階が終わっても常

にﾀｰｹｯﾄのユーザーを振り返ることが亜饗であることをｸﾗｱﾝﾄに指摘しなければなら

ない。

クライアントに対して､ペルソナを作成するために行った作業品を説明したり､あなた

が時間を浪費していないことを理解させるのは簡単ではない｡また､継続的な啓蒙活動

にさらに多くの時間と労力を投資するように税得するのも難しいだろう。ｸﾗｲｱﾝﾄが本

当に見たいものは､よいデザインであって､よいペルソナではない。そこで､コンサルタン

トとしての労力は､クライアントが股もｲﾝバｸﾄと価仙を膿じることに使うように心がけるべ

きである。
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[フェーズ3のまとめ］

フェーズ３：「誕生と成艮」期は、覗略的コミュニケーションの期川である｡この時期、

コア・チームはペルソナ手法に対して､これまで以上の労力を捧げた｡ペルソナの使用

者であるチームメイトを分析したり、コミュニケーション･ツールとして制作した広報ツー

ルを彼らのニーズや環境に合わせたりもした。広範囲のチームにUCDやペルソナ手法、

具体的なペルソナ作成方法を敬え、ペルソナについての啓談.教育も行った｡ペルソナ

について､何か而白いものがやって来るという興稀を起こす「バズ」から始めて､徐々

に情報公開していく計画を立てたし､これにより､プロダクト.チームはユーザーについて

大いに啓発された。ペルソナについての教育は､継続して行わなければならない｡また、

各ペルソナが互いに区別できていること､プロセスやベルソナが信頼できると思われてい

るかどうかの確認も継続的に行う｡フェーズ３：「挺生と成任」期の活動が適切に実行

されれば、プロダクト●チームは、設叶／1M発プロセスにペルソナを取り入れることに積

極的になる。

次のフェーズ4では､どのようにしてペルソナを般訓●／開発プロセスに取り入れるかを

解説する。

ﾌｪー ズ3:I眠埜嘆長Ｉ皿客｢像｣を現唱に取り込む２０３



フェーズ４

開発プロセスでの適確な意思決定
Ｉ成人一
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あなたの組織では何が起こっているか？

１M発中の新製砧についてのビジネス･プランも柵想も、悲本的な概要はすべて明確

になった｡次は仕様を決め､承認を得､賢用を見積もり､製作にとりかかる段階だ｡スケ

ジュールは厳しいかもしれないが､迅速に正しい意思決定を下さなければならない｡こ

こで意思決定を間違えると､売れない製品になってしまう。

製砧開発を側始すると、関係者は戦略的にものを考える段階を終え､職術的に行動

するようになる｡しかし､製品の機能やその実現方法を大きなグループ内で決めようとし

ても､各メンバーは自分が担当する分野のことしか知らない｡そして､メンバーそれぞれ

が製品のエンド･ユーザーについての仮説を持っており､それをよりどころに顧容のエク

スペリエンスに影響する多くの事項を決定してしまう。要するに､それぞれの利審関係

がからみ､数多くの意見が飛び交っている状態になるわけだ。

この時点で､各チーム･メンバーや主要関係者は次のようなことを行っている。

２０６

●駆業部長は正しい意思決定を下したと信じ､テクニカル･スタッフから進捗状態

を聞く。

．ブﾛタｸﾄ.マネジャーやプロジェクト･マネジャーは､プロジェクトのビジョンを実施

プランにおとし込む責任にプレッシャーを感じている。また同時に開発担当者の

「バイブル｣となる仕様に責任を負う。

．開発チームは要求を実現するためのテクノロジーやテクニックを鯛査する。また、

上層部の指示を受けたら即座に対応できる態勢を作る。

●品質保証(QA)チームは､適切なテスドプランを立てるために､設計された機能

について学ぶ。

．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、自分の持つ専門知織をもとに､この時点で下される意思決定に

応じて､ほかのチーム.メンバー同様､開発サイクルにおける自分の仕事のプラ

ンを立てる。

．マーケティング.チームは､事業部長､プロダクト･マネジャー､プロジェクトマネ

ジャーから開発中の製品佃報を収典する。彼らのゴールは製品の広告と発売の

計画を立てることである。
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ペルソナのライフサイクルにおけるフェーズ４：「成人」とは､実際にペルソナを使用す

るフェーズのことである｡このフェーズでは､製品の開発にペルソナを組み入れるために

必要な､手順､ガイドライン､テンプレート､ツールなどを提示する。フェーズ４：「成人」

期はベルソナのライフサイクルの中で股もエキサイティングな時期である。

前章まで､製品の設計／開発の識鐙の中でペルソナを使う方法を説明してきた｡こ

の章では､製品の設計部門や開発部門において実際にベルソナを使用する際に､どの

ようにペルソナを扱い､プロモートするべきかを説明する。

それに続いて､製砧の規格や設計､評価､リリースを支援するためのペルソナ手法を

紹介する。

|’ ベルソナを使用するフェーズ

◎1-1ペルソナの「成人」とは

組織が混乱している状態にあるときにペルソナを投入しようとしても､ペルソナは歓迎

されない｡しかし､ペルソナを効果的に使用すれば問題解決に役立つし､意思決定を

簡略化できる｡またペルソナはデータと仮挽に対する珊解を深め､意思決定のプロセス

を明確にする。

◎１－２「成人した」ベルゾナに何を期待するか

ペルソナのプロモートが開始され､実際にペルソナが使用される場面を見るのは轡ば

しいことだ｡ペルソナは新鮮であり魅力的であるうえに､亜要な問題を解決する糸口を

つかむきっかけを作ってくれる。しかしペルソナは､ペルソナでは解決できない問題を提

起することもある｡すべての瑚柄がペルソナで解決するわけではない｡ペルソナが組織

内のすべての問題を解決できるわけでも､彼iil･上のすべての意思決定を伝えられるわ

けでもないことを忘れてはならない｡ベルソナが最も成果をあげるのは､既存の設計プロ

１
１
１
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セスを拡張する場合なのである。

また､あなたや組織がペルソナ･マニアに陥らないように用心したい｡ペルソナ･マニ

アに陥るのは､組織の誰もがペルソナについて裕れるようになり､ペルソナに関係する仕

耶だけが自分の仕事であると思い込んだときだ。

ペルソナ･マニアになりそうになったときは､次の部分を読み直していただきたい。

★ペルソナは万能薬ではなく、効果的な手法はほかにもある。ペルソナは設計プロセ

スやUＣＤ手法と瞳き換わるものではなく、それらを補強するものである。ペルソナは、

ターゲットとなるユーザーへのフオーカスの維持をサポートし､ある秘の問題解決はでき

るが､設計上のすべての意思決定に有効なわけではない｡意思決定の多くは顧客志

向とは関係のない競合職略や技術的な制約､実現性､経済的理由､政治的理由など

に基づいて下されるからである。ペルソナでは解決できない問題に直面した場合は、ほ

かのUCD手法を使ったり､市場鯛査をするなどの方法も併用することを考えたい。

ペルソナがまったく受け入れられない場合にもこのフェーズの手法が利用できる｡デー

タに雑づくペルソナは受け入れられなくても､組織内で叩純なユーザー･クラスやマー

ケット･セグメント､実際のユーザーのプロフィール､まだ定義されていないiWi易ペルソナ

などについて話し合われることもある。この場合には､以降の節で紹介するツールやﾃ

ｸﾆｯｸがユーザー像を捉えるのに役立つはずだ。

★ペルソナは｢完全無欠」ではない。ペルソナはデータに裏打ちされていなければな

らないものだが､完壁なペルソナはありえない。ペルソナは優れた手法ではあるが､科

学ではない。そして使い方によっては危険を伴う。たとえば､現実のユーザーとはかけ

離れたビデオ･サンプルやユーザビリティ･テストの参加者の過剰な表現などを真に受

けるのは危険だ｡情報は複数のソースから得るようにしなければならない。

★ペルソナは会社の商品ではない。ペルソナは仕事のゴールではないし、ツールの１

つにすぎない。したがって､ベルソナにかける時間と労力はそれ相応のものであるべき

だ｡ペルソナの作業とほかの職務の両方を遂行する時間がとれなければ､ペルソナの

作業のほうを少なくする必要がある。

★ペルソナはすべての人から愛され尊重されるわけではない。ペルソナは組織内で注
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目を集め、人々の想像力をかき立てるかもしれないが､ペルソナを露めない人もいる。

また､ペルソナを使う人が自分の好みや考え方に合わせてペルソナを変形させること

もある。製品の完成後には､ペルソナがどのように役に立ったか雄も覚えていないこと

もある。これは､ペルソナを実践する人すべてが経験することであり、このような問題

を解決するために､本書では実際的なアドバイスを提供している。

◎１．３ベルソナの「正しい使用」を見守る

ペルソナは新入社貝と同じようなものである｡かけがえのないリソースとして受け入れら

れ重要視される場合もあれば､無用の長物と見なされ周囲から取り残されることもある。

したがって､ペルソナを組織内の仕事習慣になじませるには「訓練」が必要である。

フェーズ3でペルソナごとにキーパーを削り当てることを推奨したが､フェーズ４：「成人」

期において各キーパーは､ペルソナの正しい使用と誤用を見守る役目も果たさなければ

ならない。

各キーパーは､いわばペルソナの仕事を見守る上司である｡キーパーはこれまで組

織がペルソナを受け入れられるよう単側し､彼らを組織に紹介し､ゴールやﾀｽｸを削り

当ててきた｡今庇はペルソナが卿ら仕事を遂行できるよう手助けをするのだ｡キーパーは、

組織の人々にペルソナを自由に使わせながら､ペルソナの使用状況を確認し､管理す

る｡つまり､ペルソナが誤って使用されていないかを調べ､ペルソナが放任された状態

にならないように管理する。

「成人した」ペルソナを開発プロセスの中で維持するポイントは､チームメイトの専門領

域と役割に対応する仕事をペルソナに割り当てることである｡たとえば､あるチームメイト

がユーザー･インタフェースの股叶をしているのなら､それを評価する仕堺をペルソナに

させるということだ。

◎１－４「成人した」ペルソナをミーティングに参加させる

「成人した」ペルソナは自ら仕ﾘＩに就く地備ができている｡フェーズ4では4つの段階に

分け､ペルソナの系統だてた仙い方を説明する｡また､ペルソナはこのほか､'1MMm解決

や顧客主導の意思決定などにも使われる。「成人した｣ペルソナは､製尚&の企画や設計

フェーズ4:｢成人」間発プﾛｾｽでの遇碕な息思決定２０９



／開発について､次のように関わることができる。

●「成人した｣ペルソナはミーティングに出席し､開発プロセスを通して顔客の声を

代弁する。

●「成人した」ペルソナは､共通のリファレンス･ポイントとして組織全体に一貫性

を提供する。

●「成人した」ペルソナは､開発チーム全員が共通の用語を使えるようにする。そ

の結果､優れたエクスペリエンスを与える製品をターゲットとなるユーザーに提供

できる。

ペルソナは実在の人間ではないが､ミーティングでは股も強力な発言者になる｡そこ

でベルソナが仕那の現場に入り込み､会循にも参加できるようなコミュニケーション手段

が必要になってくる(フェーズ3参照)。

ペルソナは開発チームのミーティングに参加させなければならない｡問題解決のため

にペルソナを利用するのである。製品の特徴や機能の優先順位について意見が分か

れたら､ベルソナを使って新たな観点を探すのだ。

ミーティングでは､ボスターやその他の広報ツールにリストアップされたペルソナの詳細

を参照する｡その際ペルソナが意思決定を下したら､それを広報ツールに書き込む。

たとえば､ペルソナのポスターに付斐紙で次のようなメモを加える。

｢フランクはプリントアウトはしないから､高解像度グラフィックのサポートは不要だと

言った｣、または｢56Kモードのモデムを使っているサラは衷示に時間がかかるウェブ

ページは見ないと指摘した」

このメモには、「日付｣｢その総拠｣｢雛が決定したか｣も紀入し､ミーティングに参加し

なかった人にもその意思決定の理由がわかるようにする｡こうすることで､実際にペルソ

ナが使用きれていることを示すことができる。また､ペルソナ･ポスターなどの広報ツール

は､開発チームが行った意思決定の記録にもなる。

ペルソナのミーティングへの参加は最初はぎこちないものかもしれない。しかし､顧客

データに即した適切な意思決定のためには､ペルソナの参加は欠かせない。開発チー
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'功納､nW勘

◎-1..5簡略ウォーターフォール・モデルでの４つの段階

製州刑発プロセスの伝統的なモデルであるウォーターフォール･モデル(凶4.1参照)を

j,,Lあと、11M発プロセスの火､'2がベルソナのフェーズ４：「成人」川にあた為ことがわかる‘

これに加えてペルソナのフェーズ４：「成人」期は､製侃Ｉリリース後のマーケティング､僻

業､サポートを支援することまでが含まれるし

このフェーズではｳｫｰﾀｰフォール･モデルを簡略化して､４つの開発プロセスに分け

て扱う(l'xl42参照）

そして､この4つの段階において､ベルソナを利用するために必要なテクニックとツー

ルについて税Ⅲlする。

Ⅲ､,jl理｣川

図4.1ウォーターフォール･モデル(詳細】

電
劉

ﾑが｢ベルソナに意見を聞く」ことに憤れてきた頃にはペルソナの存在感は増し､開発

チームの愈思決定はペルソナに左右されるようになる【，

ﾌｪー ｽ‘4：｢脱人１Ｗ;1発プロセスでの遮蔽な窓恕決定２１１

ベルソナ･ライフサイクルの段階を追加したウォーターフ謝一ル･モデル（ｗｗｗ,maxwideman

com/papers/plc･models/1990s.h1ｍのウォーターフォール･ダイアグラムを応用）

～＝
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IZA

図4.2ウォーターフォール･モデル(簡略化）

IJI,何便服､引退I刀

フェーズ１ｒ嬬侭と81浬』臆

ウォーターフォール･モデルを製品企画、製品設計､設計評価、製品リリース4つの段階に節略

化したもの

①第１段階:製品企画に使用する(システム要求、ソフトウェア要求、分析】

●製品の構想と機能要求を決定する

、競合製品の評価

●機能のブレーンストーミング､優先順位づけ､作業計画

②第２段階:設計ｿﾘｭー ｼｮﾝを細査する(製品股計）

●シナリオをベースとしたデザインとマッピング

●設計の調査とムード･ボード(後述）

③第３段階:設計ｿﾘｭー ｼｮﾝを評価する(コーディングとテスト）

●設計の評価と認知的ウオークスルー(後述）

●ユーザー･テストと継続的なユーザー調査

●品質保証のためのテストとデバッグ

④第４段階:製品リリースをサポートする(オペレーション）

●文書化と製品サポート

●マーケティングと営業

２１２



ここで紹介するペルソナの使用方法はごく一部にすぎない｡実際にはもっとさまざまな

方法でペルソナを利用できる｡またペルソナはｳｫー ﾀー フォール･モデル以外の開発モ

デルにおいても､顧客志向の股叶アプローチに適用できる。

２ 第１段階:製品企画に使用する

◎２．１ペルソナから情報を引き出す

通術､開発の実作業を始める前には､製品の柵想や'１M発企画を立てる開発チーム

のリーダーは､開発する製州分野の技術トレンドや市場動向､ユーザー要求､システム

要求を理解したうえで､製品の機能やマーケットへの投入方法、製品の目的､製品の

櫛築方法など､製品の全体像を描かなければならない。

この段階でのペルソナの使用方法は「ペルソナの論を聞く｣、すなわちペルソナから

梢報を引き出すことである｡ペルソナにはニーズ､ゴール､状況などの怖報が含まれて

いるので､製品の使用方法や使用時のユーザーの行動をストーリーとして展開できるは

ずだ。

ここでは､製品企画のプロセスで爪饗な特徴を発見したり特徴の価値を評価するた

めにペルソナがどのように役立つかについて、次のポイントから醜明する。

●ペルソナが語るストーリー

●ペルソナに基づいた競合製品の評価

●ペルソナに基づいた特徴についてのブレーンストーミング

●ペルソナに基づいた提案価値の評価

◎２．２ユーザー要求の理解、製品の構想のために

ペルソナは企業が適切な製肋を定義するのをサポートし､ターケット･ユーザーの特徴

ﾌｪー ズ4:｢成人」開発プﾛｾｽでの遇確な重思決定２１３



やニーズを知るために利用できる。

製品の主要機能や特徴の意思決定は､技術の適用可能範囲､システム柵成､ビジ

ネス･ブﾗﾝ､鼎業戦略に韮づいて行われる｡たとえば､「我々 にはXを実現するテクノロ

ジーがあるから､それを使って製品を作ろう｣｢Yをする製品は誰も作っていないから､こ

れを作ろう」など､会社の経営陣や櫛理職の意見によって意思決定がなされることが

ある｡また、開発チームのメンバーが自分の好む機能を推奨したり、自分自身をエンド・

ユーザーとみなし、「我々 はYが好きだから､製品はそれをサポートすべきだ｣という意見

を述べ､これが意思決定に影瀞を与えることもある。

これらを含め､製品に対する選本要求､機能や特徴のアイデアなどの意思決定に影

響を与える要素には､次のものがある。

●経営幹部

●新規技術や所有している技術

●好みの機能

●チームによるブレーンストーミング

●技術面および機能面における観合の岬価

●顧客からの要求

●サポートにおける問題／コスト

●主要クライアントからの要求

●巣界のインフルエンサーからの要求

意思決定までの評価プロセスではユーザーのニーズを調査したり特徴についてのアイ

デアを考える参考としてペルソナを使い､ペルソナが語るストーリー､特徴についてのプ

レーンストーミングの内容､競合についての評価を調べる｡特徴についてのアイデアが多

すぎる珊合は､ペルソナが網羅しているデータの中から､実現すべき機能と狩徴を選ぶ。

◎２．３ペルソナの話を聞き、現状の問題点を探る

実際にペルソナを動かしてみると､エンド･ユーザーの行動､反応､期待がよく理解で

きる。さらに実現可能な新しい特徴や機能も知ることができ､それを製品投訓･に取り入
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れることができるようになる｡最初に耳を傾けるべきストーリーは現在のやり方がどうなっ

ているかである｡ペルソナを通して現状の問題点を探るわけだ。

◎２－４ベルソナの目を通して競合製品を分析する

ペルソナは､新製品を投入するマーケットの勢力図の評価にも利用できる｡ストーリー

を通してベルソナを現解した手法は､さまざまな状況下におけるペルソナの動きを想定

することにも応用できるからだ。

マーケットを評価するには､まず最初に新製品に対する競合製IMIを見つける。これは

マーケティング･チームが行っているので､その情報を入手する。次に競合製品を鱗入

して試用し､ペルソナの観点からその製品を見てみる｡なお､製品が非常に高価な腸

合は､製品の代わりにマーケティング礎料やカタログを使ってもかまわない。

競合製品についてのﾚピｭｰでは､次のことを行う。

1.レビューのために、１体のペルソナにつき1人以上の担当者を割り当てる。ペルソ

ナの観点から各製品を1～2時間程度でレビューする。時間的に厳しければ､もっと

短時間のレビューでもかまわない。

2.ミーティングを開催する。ミーティングスペースでは､競合製品の現物が見えるように

する。ソフトウェアの場合は､プロジェクタなどを使って画面を映す。

3.ミーティングの参加者は､ペルソナを通して詳細にﾚビｭｰする｡その際各ペルソナ

の担当者は､ペルソナ役になりきるようにする。たとえば､このペルソナを｢心配性

のｻﾝドﾗ｣と呼ぶ。

4.ペルソナ役の人と一緒に､ペルソナの立場から競合製品を一通り操作し、「サンド

ラ」に何がしたいのかを尋ねる。サンドラに製品を見せ､それをどう思うか､ゴール

やﾀｽｸにどのようにアプローチするかを賭し合う｡また､彼女に｢何をするつもりな

のか｣を尋ねたり､彼女が実際に何かをする前に、「その動作によってどんな結果を

得たいと思っているのか｣を尋ねる。

5.ミーティングの参加者は､製品を一通り操作する前に各自の考えを記録しておく。た

だし､ペルソナ役の人は自分自身の考えを持っていても､セッション中はペルソナの

キャラクターである｢サンドラ｣役になりきる。

ﾌｪー ズ4:『成人」開発ブﾛｾｽでの適確な窓思決定２１５



ペルソナが製品を操作すると､製品がうまく機能する部分と機能しない部分がわかる。

操作後､製品からペルソナが得たエクスペリエンスをまとめる｡これによって､競合相手

のビジネスに対する考え方が馴解できるし､競合相手と同じlMl迎いを起こさないようにで

きる。レビューを行う際には自分自身に次のことをⅢいかける。

●競合製品は特にどのペルソナを対象としていると思うか｡新製品の｢配役｣には

ないペルソナにアピールしようとしているのではないか。

●競合製品のどの特徴がどのペルソナを惹きつけているか。この柵報はペルソナ

ーウェｲﾃｯド･フイーチャー･マトリックス(本フェーズの「ペルソナ･ウェイテッド・

フィーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽで優先順位をつける｣参照)を使用する場合に役立つ。

●ペルソナは競合他社のブランディングやマーケティング･メッセージにどう反応して

いるか。

このレビューをマーケティング･チームと共同で行えば､競合製品との違いに基づい

たマーケティング上の戦略が作れる｡また､後でペルソナ･ムード･ボード(本フェーズの

｢視覚的デザインの意思決定にベルソナを使用する」参照)を作るときにも、見込み客

にアピールするために競合製品との差別化要因を表現できるようになる。

さらに、開発プロセスの後半でも､同様の手法を使って､製品に取り込む特徴やエク

スベリエンスの設計レビュー､遡知的ウオークスルー(設叶中の製品について､ユーザー

が使う過程をシミュレートしてユーザビリテイ評価を行う手法)を実施できる(本フェーズの

｢第３段階:設計ｿﾘｭー ｼｮﾝを評価する」参照)。

◎２５ブレーンストーミングで特徴を調べる

プレーンストーミングのｾｯｼｮﾝでは､ペルソナを利用してユーザーの要求を理解した

り､実装可能な特徴を鯛くる。

特徴についてのペルソナを使ったプレーンストーミングは､ブﾛグｸﾄ･チームの主要関

係者10名以下で2時Ⅱ程座行う。ミーティングスペースとしては､歩き回れる広さがあり、

ホワイトボードをIifける会搬室が適している。

ミーティングの前にその日までに作成した広報ツールとペルソナ基本文番のコピーを用
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意する。もし､ホワイトボードや広報ツールがなければ､大きな紙に各ペルソナの名前を

蒋き､壁に貼っておく。

1.ミーティングの冒頭に､参加者全員がペルソナ資料に目を通し､ペルソナの復習を

する｡そして､次の基本ルールを確腿する。

ａ)飼査中のアイデアは評価対故としない｡発言されたアイデアはすべて記録する。

アイデアの良し悪しについての意見は述べない。

ｂ)アイデアの実現方法を考えるのに長時間を費やさない。

2.参加者は､アイデアを出す前に主要ペルソナのモチベーションやゴール､行動を整

理しておく。これは話し合いで行ってもよいし､それぞれの考えを付菱紙に書き大き

な紙に貼りつける方法で行ってもよい。

3.製品が持っているチャンス､モチベーション､ゴール､動作について､参加者に意

見を求める。さらに製品がペルソナをどのようにサポートできるかを尋ねる。

4.ペルソナごとに15分程度でステップ2～3を繰り返す。

プレーンストーミングで出るアイデアには､次のようなものがある。

●新しい特徴や機能

●不必要な工クスペリエンスの湧職

●既存のソリューションに対する上位レベルでの再設計

●ペルソナに対して､適切で､かつ望ましい新しいコンテンツ･エリアやドﾒｲﾝ･エ

リア

股終的に、ミーティングで出された愈見をもとに､プロダクト･チームが将来的に調査し

たり岬価すべき特徴や製品アイデアのﾘｽﾄを作る。

◎２６ペルソナーウェイテツド･フィーチャー・マトリックスで優先順位をつける

艇合製品の分析とプレーンストーミングを行うと､実装可能な特徴やサービスがわかる。

次に行うことは、「どの特徴を実現するか｣の意思決定である。
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図4.3ペルソナーウェイテッド･フィーチャー・マトリックス

画みの合針値

６５

１５０

－１５
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卵
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1．「行｣ごとに特徴を列挙し、「列」ごとに各ペルソナを入力する。

2.ペルソナの相対的な重要性をもとに､各ペルソナに｢重み｣の値をつける｡重みは

上限値を定め､たとえば100までの値を割り当てる(図4.3参照)。

3．ペルソナにとっての各特徴の価値と､それによって受ける影響を示す下記のスコア

を割り振る。

＋2:ペルソナはこの特徴を好む｡または､この特徴はペルソナの役に立つ。

＋1:この特徴はペルソナにとって、いくらか役に立つ。

±0:ペルソナはこの特徴にまったく関心がない。

－１:ペルソナはこの特徴に困惑する。この機能はベルソナに害を与える。

4.各特徴の重みの合計を押出する。ペルソナごとに｢スコア×重み値｣を求め、この

値を合計して求める。図4.3では、特徴Aの重みの合計を求める式は、「(0×50)十

抽象的なペルソナーウェイテッド･フィーチャー・マトリックス。行ごとに特徴、列ごとにペルソナを

配置する。ペルソナには相対的な重要性によって重みの値をつける。各ペルソナにとっての､そ

の特徴と価値､魅力に応じてスコア(＋2,＋1、±O､－１)をつける。特徴ごとの重みの合計他

は､inみ値とスコアを掛けた値であり、行ごとに合計して求める

ペルソナーウェイテッド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽは､｣１tみを付加したペルソナによる聯

微についてのマトリックスであり、製!f,に入れる特徴の恵思決定やどの特徴に爪点を

|i'tくかの‘戦思決定を史扱すゐツールだ｡似'4.3は仙象的なペルソナーウェイテッド･フイー

チャー･マI､ﾘｯｸｽであゐ.ペルソナーウェイテッド･フィーチヘ'一・ﾏﾄﾘｯｸｽは、炎,Iけｳ:ソ

フトのワークシートを用いて、次のように作る。
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（1×35)＋(2×15)」となり､結果は｢65｣になる。

5.各特微を、合計値の大きい順に並べ替える。図4.3の例では､特徴B､特徴D､特

徴A,特徴Cの順になる。これをもとに､開発チームは､表の上位にある特徴B、Ｄ

を製品に取り入れ､特徴Cは断念するというような結輪を下す。

製品に絶対必要な特徴はﾏﾄﾘｯｸｽに含めない｡たとえば､商取引のｳｪブｻｲﾄで

は､プライバシーやセキュリティの機能は必緬なので､これらはﾏﾄﾘｯｸｽに入れない。

ペルソナーウェｲﾃｯド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽの作成で亜要なのは､次の2点である。

●製品における各ペルソナの相対的な重要性を示す亜み値を割り当てる。

●ペルソナにとっての価値に応じて、各特徴にスコアをつける。

これらの作業は「科学的に｣厳密に行うこともできるし、「簡便に」略式に行うこともで

きる。たとえば､重み値はマーケット･サイズや過去の収益の値をもとにつけてもかまわな

い｡また､マーケット･サイズの見積もりや予想される収益をもとにすることもできるし､ター

ケット･マーケットの競合戦略をもとにすることもできる。

最も単純な11tみ他のつけ方としては､経営幹部や市場調森チームの推測をもとにし

た優先順位を利用する方法がある。例としては、「5を最も重要なユーザーとしてl～５

までの順位をつけること」や、「合計が１００になるように､すべてのペルソナに優先順位

の比率を配分すること」などがある。

各ペルソナの価仙をﾗﾝｸづけするプロセスには主要関係者の参加も求める｡参加

した主要関係者が､ビジネス･ゴールがペルソナのランクに反映されていると合意したら、

このﾏﾄﾘｯｸｽは強力なビジネス･ツールになる｡ペルソナに割り当てられたランク値が、

主要なビジネス･ゴールを本当に反映していれば､マトリックスの亜みの合計値をベース

に､このゴールのために必要となる特徴の拠現について話し合えるようになる。

「ﾏﾄﾘｯｸｽ内でペルソナごとに特徴を採点すること」は｢ペルソナ自身の価値をﾗﾝｸ

づけすること」とはまったく別のものであり､もっと難しい｡またこのプロセスも、「厳密に」

も「簡略に」も行うことができる。

厳密な方法としては､それぞれのペルソナとl‘ilじ特徴を持った人を集めてペルソナの

代弁者とし､蒋徴を個別に評価する方法がある｡代弁肴については本フェーズの「採
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用基準プロフィールとして使用する」の項で述べている。

これは､ウェプによる澗在のような遠隔ﾒｿｯドで行うこともできる｡また､参加者が自由

にスコアをつけることもできるし､固定した合叶仙からそれぞれの特徴に見合った数値を

削り振ることもできる｡このﾀｲブのデータを収集する際に亜要なのは､参加者が評価す

る特徴を確実に理解していることである。

簡略な方法としては､委員会または個人で評価する方法がある｡このときには特徴に

対して公平な見方ができる人を選ぶ｡スコアづけに際しては､それぞれの特徴がよく理

解されていなければＷ検対するようにマークをつけて､次の特徴に進む｡また､ペルソ

ナがどのような価値を兄出すかを測りかねる特徴には、「ユーザー調査チームによる追

加調査が必要である」旨のマークをつけておく。

委員会で実施するか､個人で実施するかにかかわらず、「+2,＋１，±０，－１」という

図43と同様のスコアづけの方法を使うことを推奨する｡単純で説得力があり､ペルソナ・

ウェイテッド･フィーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽに適用しやすいからである。

●マトリックスの結果は、追加鯛査のためのフラグになる

ベルソナ･ウェイテッド･フイーチヤー･マトリックスの結果には､鯖かされることがある。

予想では上位にあった特徴が､ﾏﾄﾘｯｸｽでは下位になったり､軽視されていた特徴が

上位になったりするからだ｡しかし､ﾏﾄﾘｯｸｽはあくまでも製品が提供するものとターゲッ

ト･マーケットを分析するためのツールにすぎない｡したがって､この結果を鞠呑みにせ

ずに､徹底的な分析と検祇を実施して実装する特徴を決めなければならない｡ペルソナ

･ウェイテッド･フイーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽの価仙は､略黙の仮説をプロダクト･チームに意

識させ､製品や顧容についての共通理解を促すことにある。

ﾏﾄﾘｯｸｽで驚かされた項目は､追加調避のためのフラグになる｡たとえば､キラー・

フイーチヤーがﾏﾄﾘｯｸｽ内で優先順位が低く位世づけられていたら､ﾏﾄﾘｯｸｽその

ものや対象とした特徴を再考する必要がある。「ターケットとしたユーザーは適切だった

か｣｢なぜ､その特徴がキラー･フイーチャーと判断されていたのか」などの疑問が生ま

れるはずである｡キラー･フイーチヤーとしているものが､競合他社のものより劣っている

という可能性も考えてみる｡そして､キラー･フイーチャーとしている機能に対して､ユー

ザーが価値を見出していないことがマトリックス上で明らかになったら､膨大な開発リ

ソースをその機能に注ぎ込まないという意思決定をするべきだ。

２２０


