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図4.4デイルバートに学ぶ
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製品の特徴はさまざまな理由により変週する(ディルバート⑥ｽｺｯﾄ･アダムス／ユナイテッド・
フューチャー･シンジケート社提供）

ﾌｪｰズ4:｢成人」開発プロセスでの週砺な章里洩定２２１

図4.4のイラストのデイルバートとその友達が示すように､製品にどの特徴を入れるかを

決定する要閃は､顧客澗足だけではない｡ペルソナ.ウェイテッド．フイーチヤー.マトリッ

クスによる璽要度の合計値をほかの主要な要因と対比してブﾛｯﾄすると､開発チーム

が何を行うべきかがわかる。

たとえば､テクニカルな観点から凡た実現性は､考慮すべき要閃の1つであり､製品

の開発費用や市場投入するまでの時Ⅲl､そして全般的なリスクに影郷を及ぼす。開発

チームがユーザーにとっての価値とテクニカルな実現性の両方を考咽すれば、開発プラ

ン全体の意思決定を正確に行える。

意思決定に関わる要因としては､このほかに職略的な重要性､ドメインやビジネスに

関辿する性質などがある｡この中には､ビジネス展開の可能性や販売の可能性､サ

ポート費用､内外からの嬰柵などが含まれる。

このアプローチは､2002年に1M脳したペルソナ実践者のワークショップへの参加者、

BBCニューメディアのダミアン・リーズによって最初に紹介された。リーズはテクニカルな

難度に対する特徴の価価を色分けして区別する方法を提案した。彼はどの特徴が側

発リソースを費やす価値があるのかをすばやく判断し､そのことを技術的潤壷や執行決

定に責任を持つ人たちに税明するのに､これが優れた方法であると述べた｡ペルソナー

◎２マユーザー価値と実現性の対比プロットを作成する
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図4.5対比プロット第１段階
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ユーザーにとっての価値とテクニカルな実現性の対比をブﾛｯﾄする第１段階:各特徴を色分けな

どで区別できるように､亜要度を付加した合計値に従って､Ｙ軸上にブﾛｯﾄする

ｳｪｲﾃｯド･フイーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽによる価値判断は､リーズの案の１つのバリエーショ

ンである。

ユーザー価値と実現性の対比ブﾛｯﾄを作る作業は､開発マネジャーやシステム･アー

キテクト、開発リーダーなどのテクニカル･スタッフと共同で行うとよい結果が得られる。

キーとなる主要IHI係者が参加すればいうことはない｡対比ブﾛｯﾄを作るためには、ｌ～

2時側のミーティングを間脳する｡ミーティングには､ホワイトボード､ペルソナ文啓､般終

バージョンのペルソナーウェイテッド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽを用意する。

ユーザー価値と実現性の対比ブﾛｯﾄは､次のようにして作成する(図4.5参照)。

1.Ｙ軸には｢ユーザーにとっての価値｣(｢ペルソナにとっての利益｣または｢ターゲット

ユーザーにとっての必要性｣)、Ｘ軸には｢テクニカルな実現性｣(または、「製品の

分野や組織で重要なその他の側面｣)という軸ラベルをつける。

2.ペルソナーウェイテッド･フイーチヤー･マトリックスに列挙された各特徴が区別できる

ように､色や肥号を割り当てる。多くの特徴をプロットする場合は、それぞれの特徴
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図4.6対比プロット最終段階
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ユーザーにとっての価値とテクニカルな実現性の対比プロットの完成版。各特徴のY軸の位置
(ユーザーにとっての価値)は変えずに､Ｘ軸(テクニカルな実現性)の位清審動かして決める

名を付菱紙に記城する。

3.色づけされた点や記号､付菱紙を､特徴ごとの重みの合計に基づいてY軸上に置く｡

特徴はY軸上に均等に配置されなくてもよい。また､軸の交点がマトリックスのスコ

アOでなくてもかまわない。

次にテクニカル･ｽﾀｯﾌとミーティングを持ち､テクニカルな実現性に従って､X1MI上で

特徴を動かす｡このときY軸上の位世は動かさない(図4.6参照)。

テクニカルな実現性は､次のような点で判断する。

●その特徴を構築するのは困難か。

●その特徴を構築するには長時間かかるか。

●その特徴を構築するには技術力が高い開発者が必要かｃ

●その特徴を構築するのは初めてか。

提案された製品のすべての特徴を評価するには､活発に議論し､提案の:}ｆ後にあを

ﾌｪｰｽﾞ４：｢成人Ｉ捌発プロセスでの迩拙な愈思決定圏寒



理由をつかまなければならない｡完成したブﾛｯﾄを使って､提案きれた特徴ﾘｽﾄを評価

し､優先噸位づけをする(図4.6参照)。

●右上の象限(ユーザーにとっての価値が大きく､栂築が容易)：ここにあるのは、

優先順位の高い特徴である。この機能に最初に取り組む。

●左上の魚限(ユーザーにとっての価値が大きく､構築が難しい)：ここにあるのは、

肝価するのが難しい特徴である。これらの特徴は、多くのリソースと時間を要す

る可能性が高いので､製品の最初のバージョンが出荷されるまで触れないほう

がよい。

●右下の象眼(ユーザーにとっての価値が小さく､栂築が容易)：簡単だが､ユー

ザーにはそれほど喜ばれない特徴だ。製品の最初のバージョンが出荷されるまで

触れないほうがよい。

●左下の象限(ユーザーにとっての価値が小さく､栂築が難しい)：特に強力な理

由がない限り､完全に無視すべきものである。しかし､この特徴がないことに専

門家が不満を述べるときには､考慮の余地がある。

このプロセスでは､「この特徴なしには市場投入できない」という必須の特徴につい

ては考噸していない｡必須の特徴には､法律による制約､ユーザーやｸﾗｲｱﾝﾄからの

直接饗求､上位レベルのプロセスにiIi要､などの背獄があるためである。

'３ 第２段階:設計ソリューションを調査する

◎３．１デザイン作業にペルソナを取り込む

製,１Aのビジョンと開発ブﾗﾝが雛ったら、次は製品の榊成要素を設計する段階となる。

節l段階ではペルソナを製品の全体柵成を剛解するために使ったが､ここでは製品の

特徴やデザイン要素の決定を支援するツールとして使う。
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ペルソナをデザイン作業に取り込む方法として､次の2つがある。

●ストーリーボード形式でのシナリオとデザイン･マップ

●ムード･ボードや視覚的なデザインの探求

◎３－２ウオークスルー・シナリオを作成する

ペルソナは完成した製品を使う実在の人INlの「代役」を務めることができる｡ペルソ

ナには実在する人々の社会的、文化的背蹴が含まれており､ペルソナのエクスベリエン

スを理解するためのストーリーもある｡そこで､新製品の特徴の設計がユーザーにどの

ようなエクスペリエンスやリアクションを生みⅢすかを鯛くるために､ペルソナを使う。

ユーザーのエクスペリエンスやリアクションは、ペルソナのストーリーの中にも組み込ま

れているが､ここで使うのは設計プロセスの手引きとなるように特化したストーリーであり、

これをシナリオと呼ぶ。シナリオはペルソナがゴールに達するまでの長い描写のものもあ

れば､あるツールに閲辿した行動のみの短いものもある｡いずれの場合も､特定の製品

の要素とその製州を使ったエクスペリエンスにⅢわる。

ベルソナはユーザーのふるまいやスキル､期待などの怖報を持っているので､シナリオ

に基づく旧来の設計ﾃｸﾆｯｸを使っている場合でも､アクターとエージェントをペルソナ

に世き換えれば同じことができる。旧来の設計テクニックをペルソナ･ベースにする場合

には､ペルソナが持っている梢報をシナリオの巾で繰り返す必要はない。

シナリオに含まれる櫛成要素としては､次のようなものがある。

●ある特徴を持つユーザー

●特殊なタスクや状況

●特定のタスクによって期待される結果

●処理手順や作業の流れに関する悩報

●時間の制限

●ユーザーが使ったり､必要としている特定の機能や特徴への参照

シナリオには数多くのﾀｲブや方法があるが､ここでは､ウオークスルー･シナリオにつ

ﾌｪｰズ4：｢成人」開発ブﾛｾｽでの遍櫨な堂思決定２２５



いて説明する。

特徴仕様書(または機能仕様将)は､システムが何をどのようにするべきかについての

脱明僻である。開発担当帝に対してプログラムするための群細愉報を示すもので､1ﾘＭ

発担当者がコーディング作業に移行できるようにする｡特徴仕様轡はペルソナを参照し

て作成し､その中にシナリオも含まれるべきである。

ウオークスルー･シナリオは特徴を定義してそれを伝えるためのものだ｡ペルソナが利

用する特倣を順を追って説明し､周辺状況やゴールに違するまでのペルソナの行動を

示す。ウォークスルー･シナリオは概略として記述されることも､また群細に記述されること

もある。

以下は概略を記述したウオークスルー･シナリオの例である。

この例では､コルビーはコンサートのチケットを購入する前に共有カレンダーをチェック

するという行動をしている。

コルビーは3人の友人とコンサートに行くつもりだ｡彼女はインターネットに接続して

G4Kのサイトを訪れ､母親のクレジットカードを使って一番よい席のチケットを3枚買お

うとしているが、１つ問題が出てきた。友運の1人がその週に家族で1泊旅行に出かけ

ることになっているのに､それがいつかわからないことだ｡幸い､友人とはG4Kのサービ

スである｢友達ｶﾚﾝグー ｣を共有している｡コルビーはｶﾚﾝター ･タブをｸﾘｯｸして、

共有カレンダーのメニューから友運を選択する｡友達が1泊旅行に出かける日はカレン

ダー上で遮った色で表示されているので､コルビーは友逮がコンサートに行ける日がわ

かる。

シナリオは行動やｲべﾝﾄについての筋的な文章表現に限らない｡リアリテイ･マップや

デザイン･マップを使うこともできる。デザイン･マップは、開発中の製品を使ったペルソナ

のエクスペリエンスを表現するものであり､デザイン･チームと対話しながらシナリオを作

るのに適している｡これらは付斐紙に瞥いたメモをまとめたもので､雑本的には詳細なシ

ナリオだが､ウオークスルー･シナリオを補足するために､短いシナリオに分割することもで

きる｡また､ワイヤーフレーム･デザインの要素を取り入れて膨らませることもできる。

シナリオは図で示したり､実減したり、ビデオで見せることもできる｡ペルソナを主役に

したストーリーボードを作成してもよい。この方法は維営幹部やキー･マンとなる主要関
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係者に製品の最終的な形を見せるのに適している。

製品やその特徴のシナリオは､これ以外の形式であってもかまわない｡また､ペルソナ

を利用して､ペルソナ基本文符に存在しないシナリオを作成することもできる。ペルソナ

ベースで効果的なシナリオを作成するためには､シナリオ執筆者はペルソナの主要な性

質についてのすべての説明資料を読み､この情報を関連すると思われる製品の特徴

や製品ドメインに適用して､シナリオを考える｡たとえば､ユーザーとシステム間の操作や

ダｲｱログなどに､主要な性質の備報を生かすということである。

◎３．３シナリオ収集シートを作成する

組織の中では砧質の異なるいろいろなﾀｲブのシナリオが使われることがある｡コア・

チーム以外の人もシナリオを作り、その中に製品の仕棟やビジョンに関する文神､マーケ

ティング･ブﾗﾝなどの資料からの悩報を入れ込むこともある｡このようなシナリオは異なる

目的のために作られており､長さや内容､明確さにばらつきがある｡また､ペルソナを参

照していないものもある。

組織として新しいシナリオを作成する際には､まず､既存のシナリオを染めて好価する。

シナリオの収集には､表計算ソフトのワークシートが便利だ｡シナリオを染めて符理する

ための文普を､ここでは「シナリオ収集シート」と呼ぶことにする。シナリオ収典シートを

作成するには､般初に､製品に関わるすべてのシナリオおよびシナリオを含んでいる可

能性のあるすべての文脊を集める｡次にそのシナリオや文蒋を1枚のシートにコピーする。

そして､シナリオとは別の列にそのシナリオでユーザーやペルソナを参照している方法を

入力する。

作成したシナリオ収集シートでは､次のようなことができる。

●「ユーザー」という言葉､あるいは製品のエンド･ユーザーを参照するのに使って

いる別の言葉を探す。

●１体のペルソナに注目して､そのペルソナが使われているシナリオを読み、ペルソ

ナが一貫性を持って使われているかを調べる。

●それぞれのペルソナのために宙かれているシナリオを数える。

フェーズ4:｢成人」開発プﾛｾｽでの遮確な息思決定２２７



シナリオがベルソナとして明確に定義されていない「ユーザー」に言及していたら､シ

ナリオの作者にペルソナについて教える｡ペルソナの名前や情報を使用する価値を示

すために､ペルソナを使ったシナリオに杵き換えて見せるのも効果的だ。シナリオに丑糊

するペルソナについては､ペルソナ基本文轡やその他の資料に沿って､正確に紀述さ

れていることを確泌する｡たとえば､タナーの描写がシナリオによって異なっていないこと

を確認するということだ。

それぞれのベルソナを参照しているシナリオを数えると､ペルソナの出現頻庇がわか

る。出現頻腿により､チームの行動やM1心を向けている点が明らかになるので､これと

製品のビジョンを対比する｡各ペルソナの重要性とシナリオの数は比例するはずだ｡もし、

副ペルソナが主要ペルソナより多くのシナリオに登場していたら､シナリオの作者が主要

ペルソナの必要性や価値を理解しているかどうかを確かめるべきだ。

このようにシナリオ収典の作業をしていると、１つの特徴にllUするシナリオにおいて、

主要ユーザーとするペルソナを決めかねることがある｡これは､ペルソナのゴールや行

動に明確な差異をつけられず､どのペルソナを選んでも無理なくそのシナリオのアクター

になりうるときに起こる｡このような場合、１体のペルソナの代わりに｢すべてのペルソナ」

と表現することもあるが､これはペルソナによって示される特性や無点を捨てることになる

ので､よいソリューションではない。

主要ユーザーとするべきペルソナが決められないときには､主要ペルソナか､前述の

ペルソナーウェｲﾃｯド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽで､砿要度が股も高いペルソナを使うべ

きだ。

◎３－４視覚的デザインの意思決定にペルソナを使用する

視党的デザインを含む処理は､どのように定義され､作成されているだろうか。開発

者自身が開発環境や開発ツールの標単的なスタイルをそのまま使っていることがある。

たとえば､VisualStudio(ビジュアル･スタジオ)のWindowsのフォームは共通コントロー

ル要素であり、開発者にWindowsアプリケーションの標準的なスタイルを提供している。

これを使って､開発担当者が視覚的デザインを含む処理を作成していることがある｡こ

れに対し､耶任のグラフィック･デザイナーやアーティストが製肺の外観を決めていること

もある｡どちらの方法を使うにせよ､レイアウトや川脈､スタイルなどの意思決定にｲンス

２２８



図4.710代のペルソナのためのスタイル.ボード.コラージュの侭

図４８デザイン試作例
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図4.7のコラージュから生み出されたデザイン試作の例(アートワーク作成:ジェニー・ラム、グレッ

グ･メランダー､チャック･カミングス、マーク･リグメリ）
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ビレーシヨンを与えるﾀー ｹﾂﾄ･ユーザー像が必要だ｡つまり､ここでもベルソナが役に立

つということだ。

クリエイテイプなプロセスは､スタイル･ボードやムード･ボードと呼ばれる大きなポスター

ボード上に､スタイルやプランデイングのコラージュを作ることから始まる｡スタイル.ボード

やムード.ボードは､ペルソナの「……のような気がする」といったイメージを切り貼りした

もので柵成され､１体のペルソナに対して､最低でも1つのｺﾗー ジｭを作成する。

図4.7に示すように､スタイル．ボードは洋服や車､時計､家典､内装､アート､食料品

など､モノと場所のイメージを含む｡ペルソナに適した外観やスタイルを把握するための

ものならば､なんでもこの中に入れる｡スタイル・ボードは製品のキー領域すべてにわた

る視覚的デザインを試作する際の基となる(図4.8参照)。

デザインの試作をしたら､開発チームの主要関係者や滞在的なユーザー､潜在的な

顧客に評価を仰ぐ｡評価を受けることで､「視覚的デザインのどの側而が魅力的だと受

け取られるのか｣｢個々 のデザインがどのように組み合わさって全体的なスタイルを作り

上げているのか｣がわかる。

たとえば｢好まれるカラー･バﾚｯﾄは何か｣｢アイコンやツールバーがどのようなイメー

ジに兄えるか｣｢珊面Ｉ低換とアニメーションはどのようにエクスペリエンスを拡張するか」

などがわかるということだ｡このようなﾌｨー ドパｯｸをもとに､デザイン･チームは視覚的要

素を再考して組み合わせ､製品に１つのルック．ｱﾝド.フイールを創り出す。

◎3-5「成人した」ペルソナと開発担当者

開発プロセスの次の段階に移る前に､ペルソナを使って開発担当者と対話する方法

も考えてみたい。

開発担当肴や開発マネジャーは組織の強力なメンバーであり､政治的な力を持ち、

開発プロセスを通して製1Mのユーザー･エクスペリエンスに影靭を及ぼす。したがって、

開発担当者が本当にペルソナを理解し､常にペルソナを念頭にi撒いていることが重要

になる｡フェーズ3では､ペルソナ関連の情報を使う社内ユーザーとそのニーズを分析

することを推奨した｡ここでは、「成人」期において開発担当者にペルソナの情報を伝

える方法を説明する。

開発担当者にペルソナの愉報を伝える第一歩は､彼らがペルソナを信緬し､その手
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法に賛同していることを確認することだ｡開発担当者はキーとなるペルソナの使い方が

わかればよい。したがって､ペルソナの背後にあるデータのすべてを理解する必要はな

いし､ペルソナのすべての使用方法を知る必饗もない。

次に､ペルソナがきちんと開発担当者に紺介されていること､ペルソナの使い方につ

いての資料が開発担当者に配布されていることを確測する｡開発担当者は､開発中の

製品の中での行ペルソナのゴールとニーズを知る必要があるからだ。

開発担当将には､ペルソナーウェイテッド･フイーチヤー･ﾏﾄﾘｯｸｽを利用して､ペルソ

ナがどのように特徴の決定に影響を与えるかについて説明し､このプロセスへの参加を

求める｡すでにﾏﾄﾘｯｸｽを使用している場合には、開発担当者に「何を柵築するか」

の決定にペルソナが役に立ったこと､また､決定の理由はペルソナの背後にあるデータ

から説明ができることを知らせる。「何を｣｢なぜ」がわかれば､開発担当者はペルソナ

をn曲に使って､製雌の柵築方法に関するⅢlulが解決できるようになる。

ペルソナは側発担当者の意思決定もサポートする｡たとえば､開発担当者がプログラ

ムを作成するときに､２つのコードから1つを選ばなければならないとする。このときにペ

ルソナを利用すれば、「どちらのコードのほうが､ペルソナが好む特徴を簡単に追加でき

るか｣を決めることができる｡このような意思決定をするために､開発担当者はシナリオ

の作成やデザイン･マップのプロセスに関わったほうがよい｡そして､開発担当者が作業

を行いながらシナリオにアクセスできるようにしておく。開発担当者が作成中のエクスペリ

エンスを理解するためには､自分自身のウオークスルー･シナリオも作成してみるべきだ。

ペルソナは、11M発担当者に「タナーがこのページからダウンロードを始めようとしたとき、

彼は……」などと想像させることができる｡これは爪嬰なことだ｡名前を使うだけでもペ

ルソナを使っていることを意味し､開発担当者の決定が実データに基づいたユーザー

の代弁者に側迎づけられていることを示している｡つまり､開発担当者が技術指向から

顧客志向に変わり始めていることを意味しているのである。

開発中の変史について､ベルソナは客観的な立場から発言ができる。これは開発

チームのほかのメンバーに対してだけでなく、開発担当者にとっても役に立つ｡ペルソナ

は､難しい意思決定をするときにデータを示し、正当性を明らかにすることを可能にする。

たとえば､「タナーにはこの特徴が必要だ｡これがなければアカウントの作成方法がわ

からないだろう」というフレーズは「それを作ろう」というより脱得力がある。

プロジェクトの途中で､誰かが突然､新しい特徴の追加を決定することもある｡このと
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きに､その特徴を追加することが製品の成功に重要か否かを判断するのは難しく、適

切なデータやペルソナがなければ､政治的な意見が決定に影響を与えがちだ｡そして

開発担当者は､このような識論の中で､追加する特徴を巷噸したスケジュール､コスト、

技術的な難しさを税明しなければならない｡これに対応するために開発担当者は､ペル

ソナが製品のﾀｰグｯﾄ顧客やﾀｰグｯﾄ･ユーザーについての鮮細なデータを含んでい

ること､およびペルソナのニーズを理解しておいたほうがよい｡ペルソナの代弁者を開発

ミーティングに拙ければもっとよい｡新しい機能Xは大きくて不規則に広がった機能であ

るかもしれないし､小さくてシンプルな機能かもしれないというときに、開発担当者やペル

ソナの代弁者は､ベルソナを利用して技術的なニーズに蕪づいた新しい特徴の範囲を

述べられる。

開発チームにペルソナを使わせることがそう簡単ではなかったとしても､それで終わり

ではない。ベルソナ･プロジェクトによってやがてペルソナが使用されるようになるだろうし、

組織の中での伝達方法や共同作業の方法も変わってくる｡これは催期のブﾛヅｪｸﾄで

あり､一度にすべてが変わるわけではないのだ。

'４ 第３段階:設計ソリューションを評価する

◎4-1評価のサポートに利用する

開発チーム内で製品の特徴やソリューションの方向が見えてきたら､製品の完成に向

けた作業を開始する｡このときにペルソナは製品の特徴から股適な股計を導き出すため

の布効な手段となる。

ここでは､ペルソナを利川して製品の特徴やソリューションの評価をサポートする方法

として､次の3点を説明する。

２３２

●蝿知的ウォークスルーとペルソナによるデザインレビュー

●ユーザー･テストとペルソナ･プロフィールを使った継統的なユーザー鯛査



●品質保証のためのテストとデバッグ

◎4-2デザインレビューや鯉知的ウオークスルーに使用する

製品の仕様やデザインが決定しても､ペルソナの作業が終わったわけではない｡ペル

ソナの次の仕事は､製品が楽に使え､役に立つものであることの確測だ｡ペルソナは製

品の設針やブﾛﾄﾀｲブについての客観的な評価者となる｡前節で､ペルソナが実際の

ユーザーによるユーザピリテイ･テストなどの前に､デザイン上の|Ⅲ胆点の発見･評価を

助けてくれることを説明し､ベルソナを使って競合製品のユーザー･エクスペリエンスを

ウオークスルーし雌合分析を行うことを提案したが､ここでも同じ手法を使って製品の設

計ソリューションを評価できる。

ＵCDの叫門家のⅢlでよく知られた正式な評価方法として、「発見的評価」と「越

知的ウオークスルー｣([NielsenandMolichl990］［Wharton他.1994］［Spencer，

2000]参照)の2つがある｡また､このほかにも「ユーザビリテイ調壷」や「エキスパート

評価｣[NielsenandMackl994]がある｡いずれの手法も､雌本的には開発チーム

が､製１W,の操作を部分的に夷行して､ユーザー･エクスペリエンスを検討するものであ

る｡たとえば｢このときには､ユーザーは自分がどうするべきか知っているか｣｢ユーザー

は､自分が正しい選択をしたことがわかるか」といった検討をするのである。

デザインレビューや腿知的ウオークスルーは､通常､ユーザーの目を通して行われるも

のだが､ユーザーの代わりにペルソナを利用できる。ウオークスルーを実施するプロセス

は､対象が脚社のプロトタイプまたはベータ･プロダクトであることを除けば､INI述したペ

ルソナによる餓合製品分析のプロセスとほぼ同じである｡そこで､具体的なプロセスに

ついては本フェーズの「ペルソナの目を通して競合製品を分析する」の項を参考にして

いただきたい。

さらに､インタフェースに対するペルソナの行動を人Ⅲlが実油してみるのも役に立つ。

これは設計ソリューションの評価を支援する方法であり、詳細は本フェーズの「ウォーク

スルー･シナリオを作成する」のところですでに述べた。
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◎4-3採用基準プロフィールとして使用する

ペルソナによって､股計および開発プロセスに顧客志向の考えを持ち込むことはでき

た。しかし､これに満足してユーザーとは無関係に開発プロセスを進めたら､元も子もな

い｡顧客志向の製品にするには､開発プロセスを通じて､ユーザー澗査やユーザビリ

テイ･テスト､市場鯛査を継続しなければならない｡ペルソナは､この継続的なユーザー

鯛査による負担や費川を鵬減してくれる｡たとえば､ペルソナを製品のﾀｰｹｯﾄ、客に

見立てて､顧客澗在への参加将の採用埜準プロフィールにする｡このように､ペルソナ

を利用して参加者を採用するプロセスは､開発チームにペルソナヘの理解を深めるた

めのコミュニケーション･メカニズムとしても働く(フェーズ3参照)。

ペルソナを採用基漁プロフィールとして使うときの難しさは､ペルソナが持っているさま

ざまな性質の中から､製品般叶や実装にとって特に砿要な性質を判別することにある。

調査に必要なユーザーの代表者を見つけるには､ペルソナの砿要な性質を判別し

て､審査のための質問表を作る。まず､ペルソナのもととなったスケルトンを検討し､ペル

ソナごとに１０～15の性質をリストアップする｡次に性質のﾘｽﾄに優先順位をつけ､ビジ

ネスや製品のドメインにとって亜饗ではない性質を除く。霧従時の質1111数は､費用やス

ケジュールを勘案して決める｡すべての質問に適合する参加者はきわめて少ないので、

｢タナーは､なんらかのコンピュータゲームに週10時間以上費やしているのであれば､性

別を問わない｣というような妥協案も考えておく。

ペルソナは蕪本的にデータをもとにして作られているが､仮娩をもとにしている部分も

ある｡ペルソナのどの特性がデータに結びついていて､どの特性が仮脱をもとにしてい

るのかを知っておかなければならない｡テスト参加者の採用基蛾としてペルソナを利用

する際に､データによる特性と仮説による特性の区別が必要になるからである。

質問表は各ペルソナの性質を候補者が理解しやすく答えやすいものとし､回答は選

択形式にする。

以下は､質問の例である。

２３４

過去6カ月の問に次のうちのどれを行ったか？（複数回答可）

a)ウェブを閲覧し、製品や価格を比較した。

b)メディア(音楽､写真､ビデオ)をダウンロードした。



c)ｿﾌﾄｳｪｱ(ゲーム､ユーティリティ､その他)をダウンロードした。

d)ｲﾝﾀー ﾈｯﾄの掲示板またはブログに番き込みをした。

e)ウェブページを作成した。

回答に対して､ペルソナに合致すると謎められる基準を設けておく｡たとえば､前述

の質問例では､「3つ以上を選択した回答者は､ある程度ｲﾝﾀｰﾈｯﾄにアクセスしてい

るので､ﾈｯﾄ･サーファーであることを示している」というようにする。

採用におけるゴールは､少ない質Ⅲで候補将がペルソナに合致するか否かを明らか

にすることである｡このような非常に単純な採用基準で参加者を決定しても､フォーカス・

グループやユーザー･テスト､フィールド･スタディ、サーベイ･パネルなどでその参加者を

使ってみると､彼らがペルソナに似ていることがわかる。

ペルソナを採用のプロセスで使うことによって､なんらかの発見があったら､それにつ

いてのレポートを作る。たとえば「この鯛森において､タナーは豊録プロセスで苦労した

が､コルビーは簡単にできた」というようなものだ｡このようなレポートは､開発チームがペ

ルソナについてさらに多くの知識を得るのに役立つ。

◎４－４品質保証テストのテスト・ケース作成に使う

開発作業の大半は､品質保証を中心に行われる。品質保証に責任を持つメンバー

は、ソフトウェア開発では「テスター」と呼ばれ、製品が設計どおりに動作するかを

ﾁｪｯｸする｡テスターは開発担当者の想定していない使い方をして製品を試す｡そう

してコード内のバグを発見したら､バグが起こる条件を確泌する｡このテスト結果を受け

て､開発担当者は製品のバグを修疋していくのである。

ペルソナやシナリオはほかの側発資料より明確に周辺状況を伝え､製品に関する意

思決定､製品への要求を示しているので､品質保祇チームにとっては欠かせないリソー

スである。

そこで､品質保証チーム全員にペルソナについてのトレーニングを行う。トレーニング

を通して彼らはテスト･プランに必要な悩報を得られる。

品賀保証チームには､すべてのペルソナとそのもととなったデータや資料を提供する。

そして､ペルソナがユーザーのゴールを示すだけでなく､完成した製品を使用する状況
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についても重要な情報を持っていることを理解させる｡たとえば､タナーというペルソナの

プロフィールには､彼が使っているコンピュータのﾀｲブ､インターネットのアクセス方法な

どが含まれており､この州報はターケットとなるユーザーの実際のデータをもとにしている

ことを説明する｡加えて､品蘭保証チームが製品や市場に適したテスト･プランを作成

するためにも､ペルソナのプロフィールが役立つことを教える。

◎４－５テスト・ケースを伝えるためのペルソナとシナリオ

ユーザーが行う可能性のある行動のシナリオ、製品の使用手順、投定､条件などの

テスト・ケースは､コード･サイズや製品の特徴の増加に比例して増える｡これに伴って

砧質保証チームの仕耶も瑚加の一途をたどるが､ソフトウェア開発ではすべてのシナリ

オや股定をテストすることはﾘＩ実上不可能だ｡しかしペルソナを使えば､テスト・ケースを

妥当な数にまで減らすことができる。

ペルソナは､製品の使用方法の妥当性や可能性､その発生頻度についての判断基

準となる。その結果として､テスト・ケースの重要性の判断基準にもなる。

舶質保証テストのシナリオは､製品股計で使用したシナリオから作成できる。企両や

股計プロセスの一環として作られたシナリオには､般終製品の動作やアフオーダンス(物

の形や色､材質あるいは樋かれた状況などが､それ自身をどのように扱うべきかを伝え

るという理論)などの情報が含まれている｡そこで品質保証チームは､これらのシナリオ

から製品が期待どおりに動作するかを碓泌するテスト･ブﾗﾝを作成できるわけだ｡

また､ペルソナ･ウェイテッド･フイーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽも品質保祇チームの役に立つ。

このﾏﾄﾘｯｸｽを品質保証チームに紺介し､このﾏﾄﾘｯｸｽがどのように栂築されたか、

その内容をどのように読み取るかを説明する｡これにより品質保証チームは､ペルソナ・

ウェイテッド･フィーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽの優先順位に応じて､それぞれの特徴に蝋点を

当てたテストが作成できるようになる。

２３６



'５ 第４段階:製品リリースをサポートする

◎５．１文書作成、サポート、販売などの作業のために

製品の完成が側近に迫ったら､1M発以外の作業にも注意を向けなければならない。

これまで､ペルソナを利用して製品を設計し製作をしてきたが､製品がほとんど完成した

この段階では､文書作成､サポート､販売などの担当者に作業が移る｡そしてここでも

ペルソナやペルソナについての資料､ツールが役に立つ。

ここでは､ペルソナを次の目的のために利用する方法を説明する。

●ドキュメンテーション､トレーニング､製品サポート資料

●マーケティングと営業

◎５－２教育用資料やガイドブックの作成に利用する

ドキュメンテーション･チームや製品サポート･チームは､ユーザーが製品に組み込まれ

ている特徴を理解し､使いこなすことを支援するチームであり､ユーザーが説む資料を

作成する｡しかし､ドキュメンテーション･チームが執雄を開飴したくても､開発チームが

コードを書いていたり､まだ設計変更がある間は､ドキュメンテーションに必要な愉報を

得られないものだ。

ペルソナやシナリオは､テクニカル･ライターが製品の動きやターゲット･ユーザーを理

解したり､どのﾀｲブの解説やトレーニング資料､サポート資料がユーザーに役立つかを

知る手がかりとなる｡またシナリオは､サポート資料の中で説明すべき操作も示している。

シナリオによっては､コーディングが完成する前に､ライターが製品に期待されている動

作の「ストーリー」を理解する助けともなる。

オーデイエンス分析は､ライティング業界ではよく知られた概念であり、内容の遡択、

細成､表現やスタイルを導入するために役立つ｡我々が2000年から2001年に行った

ﾌｪー ズ4:｢成人」開発プﾛｾｽでの適砺な念思決定２３７



ﾜｰｸｼﾖﾂブでは､修辞学(読者に感動を与えるように表現する方法を研究する学問）

の中で説かれている読者の役割､作者の役削とペルソナの使用との関連性について活

発な議翁が展開された。コーニーとステイーホウダ－は､製品設計やインタラクション股

i汁における､修辞学のペルソナ使用への応用を研究し､その結果として､説者だけで

はなくユーザーも､記事やウェプサイトやソフトウェアの製品の中で使われたペルソナの

役の性質を実際に持っていると主張している［ConeyandSteehouder､2000]。また、

ｱｲﾘｽ･ベノンは､』〃as4g”Ｚｒﾉ絶”肥sjf"･ふぽァ』"固佑”e(｢すべてのオーデイエ

ンスのためにｳｪブ･ｻｲﾄ･デザイン(未iIN)』[Benun,2003])の中で､普輔の柵成にペ

ルソナを利用している｡その本の各蹴では､冒頭にその章で使うペルソナを描写し､そ

こで扱うテーマやﾄー ﾝを明らかにしている(図4.9参照)。

ペルソナが持つ知識､ゴール､イl:ﾘfW慨などを組み合わせて､トレーニング川の費料

を作成することもできる｡たとえば､占い製品やプロセスを長年使ってきた会社に､新製

品を持ち込むとしよう。ペルソナを作るときに行った情報収集によって､その会社の現状

の仕事方法はわかっている｡だから､ベルソナとそのシナリオは新製品の導入によって

仕事が具体的にどう変わるかを示すことができるのである。

また､ペルソナを見せて､製仙が目指すゴールやタスクにペルソナがどのように関わっ

ているかを説明するのもよい｡この方法では､ペルソナが実在のユーザーに製品で側

ができるのかを見せることになる｡ペルソナを直接に公開することがいつも適切であると

は限らないが､ターケット･ユーザーの関心を引くには面白い方法だ。

ここまで紹介してきたどの方法を使うにせよ､ペルソナをドキュメンテーションやトレーニ

ングに利用するには､ペルソナがどのように製品を使い､どのように特徴を発見し､どの

ように製品のｲﾝﾀﾌｪｰｽや癖を習得していくかについて､プロダクト･チームが確実に

理解していなければならない。

◎５－３マーケティングや営業の活動を調整する

マーケティング･チームや徹莱チームは､開発チームとは別に行動をしており、11M発状

況を完全に現解しているわけではない。側発プロセスの中ではさまざまな意思決定がす

ばやく下される｡したがって、側発チームのメンバーですら､すべての意思決定を正確
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アイリス･ペノンは、自薯の各童の冒頭にペルソナのプロフィールを記述している

性別／年齢／配偶者の布無：

男性､４２雌､脳婚

職業：
ハードウェア小売店のオーナー

個人的な特徴：
ﾌﾚﾝドﾘｰ､探究心旺盛､気前が
よい

オンラインでの習悩と行肋；
「毎日､何回かログオンを綴り返す。
ログオン時間の合計は平均して２

時間くらいかなｂ家にはDSL､職

堀にはT1コネクションを設置してい

る｡職塊は蝋々しいけれど､家では

テレビから削れたホームオフィスに

あるpcを使っているので､jWIかな

覇暁だ」

ウェブ経験：
「インターネットのメールは1992年

から､ウェブは1995年から使って
いるＩ

お気に入りのウェブサイト：
ｗｗｗ,ｔｈｅｏｎｉｏｎ・ｃｏｍ，ＥＳＰＮ，

ｃｏｍ､DejaNewsCOm

ユーザビリティにおける不満：
アニメーション広告ポップアップ、

［戻る]ポﾀﾝを不能にするコード

検索方法：

「ｳｪブｻｲﾄでは､探している項目

や情報が即座に見えなければ､検

索オプションを使う。サイト上の他

の憎報に気を散らさないように心が

けている｡[戻る]ボタンはマウスで

クリックする(ＭＳインテリマウスエ

クスプローラを使用している)」

典型的なオンラインの目的：
「そのとき､何をしているかによるけ

れど､仕事に関連することだとした

ら､役に立つ情報を見つけて顧客

や従業員に伝えたい｡ｳｪブを使う
と､楽に製品情報が見つかるＩ

フェーズ4：｢成人Ｉ刷発プロセスでの逼躍な疫哩塾定２３９

ジョン･フィックスⅢ



に把握していないこともある｡また､ユーザー.エクスペリエンスに与える影響を考慰せ

ずに意思決定が行われることもある｡このような混沌とした状態であっても､マーケティン

グ.チームは製品の販売用資料を作成するために､開発中の製品を理解し､製品の特

徴や機能を適切に説明した資料を作らなければならない。

ペルソナやそのシナリオは､開発チームとマーケティング･チームとの間に共通言綿を

もたらすことができる｡ベルソナは各チームが共通して持つものであり、開発担当者が

ペルソナのために製品を開発しているときに､マーケティング･チームはその製品をペル

ソナに販売する方法を検討するのである。

ロバート.バーロウープッシュは､マーケティングを目的としたペルソナの使い方の'つと

して、「ブランドのはしご」について述べている。これは､ペルソナを製品とブランドの両

方に関連させる手法である。ドキュメンテーション･チームのように､マーケティング･チー

ムもペルソナを公開することを遡択してもかまわない。図4.10はその例だ｡オプスホテル

のウェプサイトでは､フロントエンドの一部としてユーザー･インタフェースに､ペルソナに

非常によく似たユーザー･プロフィールを使用している｡ｻｲﾄのビジターは､自分のパー

ソナル･コンシェルジュをベルソナ(ピリー、スーザン､マイク、デード､そして､カップルの

ペルソナのボブとキャロル)から迦くる｡このようなプロフィールを使うことは､ホテル自体

を広範囲のアクテイピテイの拠点として位皿づけ､潜在的な顧客とのコミュニケーション

を助けている。

◎５．４ユーザーと顧客の違い

ペルソナが､ユーザーと顧客の両者を代弁しない状況もある｡製品を使用する人とそ

れを購入する人が同じでない場合だ｡たとえば､組織のマネジャーやITｽベｼｬﾘｽﾄは、

オフィスの全員が使うソフトウェアを決定する立場にある｡彼らは製品のﾀｰグｯﾄ･ユー

ザーではないが､鱒入の決定棚を持っている。したがって､新製品の成功を左右する

重要な要因となる｡伺棟に､マーケティング･アナリストや学者､批評家などのインフルエ

ンサーは､製品がユーザーや顧客に届く前に､製品の成功如何に影響を与えることが

ある。

マーケティング･スペシャリストはこの述いに敏悠だ｡したがってペルソナが､ユーザー、

蝋買者､インフルエンサーのどの眉を代弁しているかを区別して扱う｡小さくて非附に
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