
るには､人口統計上や個人的な詳細だけではなく､ゴールとニーズの詳細な情報も必

要なのであるｃ

ドノグーは製IWl股叶のサイクルに合わせて､エクスベリエンス･ﾏﾄﾘｯｸｽを定義する

ことを提案している｡エクスペリエンス･ﾏﾄﾘｯｸｽは評価指数やテスト･プラン､そして

受け入れ雅郡も含むもので､ペルソナの使川も含めた製品のROIを計画し､追跡する

ツールとして非常に役立つ｡ドノグーは特にペルソナと彼らのエクスペリエンス･マトリック

ス上の珊所について述べているわけではないが､ペルソナの作業がﾏﾄﾘｯｸｽの要素

のどの部分に影轡するかは理解できる(図5.3参雌)。

◎４－５エンド･ツー・エンドのユーザー・エクスベリエンスの成功を測定する

プロダクト･チーム全体がペルソナのおかげでユーザー･エクスペリエンスに対して

フォーカスするようになると､製品の成功についての新たな定義が必要になる｡たとえば

従来のように､ページ･ビュー(ページが表示された回数)、クリック･スルー(広告がクリッ

クされた回数)、コンバージョン･レート(ウェプ上で､期待された行動をとるビジターの比

率)などの観点からｳｪプｻｲﾄそのものやｻｲﾄの特徴を評価することは､もはや意味を

持たない｡ページビューやｸﾘｯｸｽﾙｰを測定しても､ユーザー･エクスペリエンスの全

体像やその中でナビゲートを成功に導いた要素はわからないからだ｡人々はそれぞれの

ゴールを頭に描いて､ウェブサイトを訪れたり製品を見る。そこで､ユーザーのゴールや

ビジネス･ゴールを澗たしたかどうかを雌W(として､ウェプサイトや製品の成功を肝価す

る方法が必要になる。

筆者が経験したウェプサイトの例では､ユーザーが特定のﾘﾝｸをｸﾘｯｸすることが、

必ずしもそのﾘﾝｸが効果的だからだとはいえないケースがあった｡ウェプ製作者の意図

とはまったく汎なる理由で､人々がﾘﾝｸをｸﾘｯｸすることがあるのだ｡この場合､リンク

の設叶意図とユーザーの期待のIIUに不雛合が存在するわけで､これはいくつかのリン

クやページをたどったあとに､ようやく気づくこともある｡リンクをｸﾘｯｸしても期待どおりの

結果が得られなかったユーザーはイライラしてサイトを立ち去ることになるが､それは､そ

の前にほかのページでも思いどおりにならなかったからなのだろう｡特に放棄される率の

商いページがあり､そこに何か間題がありそうだと感じている場合は､よりよいユーザー・

エクスペリエンスを作り出すための悩報を見落としている可能性がある。
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このようなケースでペルソナを使えば､製品がサポートするｴﾝド･ツー.エンドのユー

ザー･エクスペリエンスがユーザーのゴールとビジネス･ゴールの両方を満たし､成功を

収められるはずである｡そして､このペルソナの成功を評価するには､ｴﾝド･ツー･エン

ドのユーザー･エクスペリエンスを評価する方法が必妥になる。

◎4-6製品が実際のユーザーのゴールを反映していることを確配する

ペルソナの描写は､人LI統ill的な悩報や心理的な1W報､ゴールに関連した梢報を

含んでいなければならない｡実際のユーザーがペルソナとまったく同じということはない

だろうが､多くのユーザーはペルソナの持つ重要な特徴と同じ特徴を持っているはずで

ある｡ペルソナに鵬づいた製州がそれ以前の製1M,よりユーザーを満足させていることを

示すのは､顧客にフォーカスしていると自負している組織においては効果的だ。

また､製品の使用が始まると､次のような点から､実際のユーザーの根本にあるもの

や行動を調べられるようになる。

●ユーザーのゴールはペルソナの基本文密に妃述されたゴールと合っているか。

●製品に組み込んだ操作手順や動作は､使用者がゴールを達成するために望ん

でいた事項を含んでいるか。

●ペルソナに基づいて予測した製品の特徴に､ユーザーが興味を持ち､満足して

いるか。

●クライアントの会社ではペルソナの姿が見えているか。すなわち、製品のターケッ

トとした人々が実際に製品を購入したり使ったりしているか。

●人々はどのように製品を使用しているか｡その使い方は設計の初期段階で予想

したものに合致しているか。

これらの質問に答えるには､ある種の定性的ユーザー調査を実施する必嬰がある。

方法としては､フォーカス･グループ､現地を訪問しての状況調査､１対1のインタビュー

などがある。調登を実施するときには､リアリテイ･マップを作成するとよい｡この澗査の

目的は、「ユーザーが製船を使用する際に､作り手側の思惑どおりの行動をしているの

か｣、それとも「製品がサポートしていないゴールを途成しようとして迂回方法や代替方
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法を探しているのか」をチェックすることにある。

あなたの会社が製品サイクルの早期にユーザー梢報を取り入れる気があるのならば、

ベルソナがユーザーを代弁していること､つまりペルソナが確かなデータを持ち、ユー

ザーのさまざまな側面を予測するのに効果があることを伝えるべきである。

◎４㎡７顧客満足度を測定する

「ユーザーが製肋の品質をどのように感じているか」を知るのは亜要なことだ｡これを

調べるには､ウェプや通話による広範囲の調森､対面インタビュー､フオーカス･グループ

などの方法を用いる。しかし､満足度についての有意義な回答を引き出せるように質問

するのは難しい｡そこで標地的な調在ツールを使うことも考える｡満足度の調査ツール

は､有償､無償いずれもある。

このようなツールのうち､最も一般的で信頼性の高いものに､「SoftwareUsability

Measurementlnventory(SUMI)｣(ソフトウェアのユーザビリテイに関する測定一覧）

がある｡ＳUMIは、「厳密にテストされ､エンド･ユーザーの視点からソフトウェアの品質

を測定する､実細あるメソッドである｣(ｗｗｗ.ucc･ie/hfrg/questionnaires/sumiの

SUMIの鋭明より)。ＳＵＭI(図5.4参照)は50の記述からなり、参加者が記入するのに

3～5分程度かかる。

ＳUMIは､ISO9241標準規格で､ユーザーの澗足度をテストするために認められたメ

ソッドとして紹介されており､ＳUMIのウェプサイトから手頃な値段で入手できる(2004年

l2j1現在で､価格はlOOOユーロである)。また、商用ツールとしては、「TheWebSite

AnalysisandMeasurementlIwentory（ＷＡＭＭＩ)」(ｳｪブｻｲﾄの分析と測定-・

覧表)が市販されている(http://www,wammi､com参照)。

このほかの満足度を測定するツールとしては、「After､ScemarioQuestionnaire｣(シ

ナリオ後の質I川表)、「Post-StudySystemUsabilityQuestionnaire｣(調従後のシ

ステム･ユーザピリテイ質問表)、「ComputerSystemUsabilityQuestionnaire｣(コ

ンピュータ･システム･ユーザビリテイ質問表)がある([Lewis,1995]参照)。それぞれの

質間数は3,19,19で､いずれも無償である。

また、「theSystemUsabilityScale｣(システム･ユーザピリテイ･スケール)という無

償のツールもある[Brooke,1996]。これは１０項の基地で柵成されており､迅迎に分析で
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図5.4ｓUMIの質問表

SＵＭＩの質問表の肥述例。各肥述について､ユーザーは、同意する、同怠しない、わからな
い､のいずれかを回答するようになっている。ＳＵＭIメソッドや資料に関する摘報はwww.ucc．
ie/hhg/ques1ionnai『es/sumi/w埴tis･hhnIを参照のこと

きる。

ユーザピリテイ質lIIj表に関しては、「QuestionnaireSinUsabilityEngineering：A

ListofFrequentlyAskedQuestions｣(ユーザビリテイ･エンジニアリングの質問表：

頻繁にⅢわれる質問のﾘｽﾄ）も参考になる。

ここで紹介したツールは､製砧のユーザー･エクスベリエンスの質と満足庇に関して

気づいた項tlを活川するためのものである｡これらのツールは精神測定の理鎗と分析

をもとに厳密に生成きれており､その正当性は立証されている。したがって､適切に使

用すればMIi客満足度の評価指数が得られ､これをROIと関連づけられる｡また､最新

バージョンだけでなく既存の製品にも､このツールを使ってみると製品が進歩したのか後

退したのかといった悠触も得られる。

◎４８サポート･コストとメンテナンス･コストの低減を測定する

ペルソナはエンド･ツー･エンドのユーザー･エクスペリエンスに対するプロダクト･チー

ム全体のフォーカスを維持させ､ユーザーが納神する製品を作ることに貢献している。

このような間接的な効果は､製品が必要とするサポートや文害の量を評価することにより

測定できる。

●以前のバージョンに比べ、新しいバージョンではユーザー当たりのサポート皿は
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少なくなったか｡新しい製品のサポート量が増加したとしても､ユーザー当たりの

サポート･コストを調査しなければ実態はわからない。製品が優れていれば､ユー

ザーの地加によってサポート凪が畑えていることもあり､この場合ユーザー当たり

のサポート凪は低くなっているはずだからだ。

●新規ユーザーは従来とは別のﾀｲブのサポートを必要としているか。現在のユー

ザーは以前のユーザーと同じ問題を抱えているか｡現在のユーザーが抱える問

題点の璽大性を定性化または定量化できるか。

●現在のリリースではサポート要員の811l練にどれだけの時間をかけているか。

●製品に必要な文章はどれくらいか。ドキュメンテーション･スペシャリストはペルソ

ナを使うことによって効果の高い文瞥を効率的に作成できたか。

●リリースしたバージョンではユーザビリテイに関連したバグが減ったか。

これらに対する回答の測定方法も理解しておかなければならない｡たとえば｢サポー

トが減る」という基準は､サポート･コールの数でもよいし､ユーザーの問題の解決に必

要な時110やレベルでもよい｡同様のことを以前の製品について測定していれば､新製

品での傾向も判断できる｡さらに興味深い方法として､サポート･ｺｰﾙのﾀｲブをｶﾃゴ

ﾘｰ分けし､それぞれのペルソナに結びつけるというものがある｡これにより、「主要ペル

ソナのサポートが副ペルソナに比べて少なくなっている」といった､価値ある怖報を入手

できる。

'５ ROIの質問3:プロセス向上

◎５．１ペルソナによって設計／開発プロセスは改善されたか

ペルソナ･プロジェクトは単に製品を変えるだけではなく、製品の設計方法や側発方

法も変えることになるわけだが､さらに目えば､プロセスのＩｉＩｊ上を過小評価してはならな

い｡なぜなら､ペルソナ･プロジェクトが合理的な役計／開発作業を支援したことを示せ
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ば､会社の収益への寄与を証明できるからだ。

ウィルソンとローゼンバウムは、「UCDの実践者は､測定可能な外的ROIに貢献できる

ようになる以前に､内的ROIに貢献していることを腿められるべきである」と縦論してい

る[WilsonandRosenbaum,2005]・設叶／側発のプロセスにおける効果を測定する

ことで､内部費用の削減という点からペルソナの価値を表現できるためである。

再三述べてきたようにフェーズ１：「敢備と諦画」期に行った作業は､プロセスの改善

を測定して伝えるうえで非常に貰亜である｡ペルソナを使用する前の製品の股針／1Ｍ

発プロセスおよびIMI題点と､ペルソナを便川した設刷.／開発プロセスについて､使用前

と使用後の連いを文書にする。また､ペルソナのおかげで生じた変化を兇つける｡こう

した作業の結果､何が変化したかがわかったら､設計／開発プロセス全体へのペルソ

ナの影靭を評価できるようになる。

◎５．２股計／開発プロセスにおける効率向上を鯛くる

「2度投叶して1座櫛築するのは効果的だ｣という格言がある｡もちろん､現実はこうは

いかない。製品設計時におけるやり直しはよいが､コードの作り直しにはコストがかかる。

このことは側発プロセス後期におけるユーザー･インタフェースのやり直しのjItを考えれ

ばよくわかる。この部分を計算するだけで､製品プロジェクトの設計活動に費やした時

間の荊合がペルソナの使用によって地加したか減少したかを示せる｡ペルソナは鹸低

でもペルソナ作成そのものにかかったのと同じ戯の時lIijや作業を減らしているはずだ。

したがって､プロセスの改善の結果､よりよい製舶を提供できたり､５週Ⅲ早く完成で

きるようになるのならば､３週間遅れでコーディングを開始することになっても悪いことで

はない｡この数値は､ペルソナの作成に要した時間に対する効果をマッピングする際に

使用する｡とはいえ､このような定賦データを収集することは現実には難しい｡たとえば、

側発チームがミーティングに費やした時間の記録を綱くるのは困難だろう｡しかし､デー

タを収架できないからといって悲観することはない｡ペルソナに費やされた実際の費用

はベルソナによる利益ほどは重要でないこともある。

“ScenarioDesignDependsonPersonas”（｢ペルソナに依存したシナリオ股計(未

訳)」[ManninRandDorsey,2001])で､ハーレー･マニングとモイラ･ドーセイは､ペル

ソナは次のように役立つと述べている。
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●最も重要なマーケット･セグメントに貢献する。

●設計上の意思決定を単純化する。

●閏用のかかるやり直しを回避する。

あなたのブﾛブｪｸﾄでも上記のような効果が得られたことだろう。

ペルソナを使用しなかったプロジェクトと比鮫して､次の質問を考えてみるとよい。

●プロセスそのものが以前より速くなったか。

●重要な意思決定がより早期により迅速に下されるようになったか。

●重要な意思決定に対する変更は少なかったか。以前のプロジェクトに比べて重

要な意思決定の変更回数の頻度はどうか。

●チーム内、チーム間のコミュニケーションは効果的に行われたか。

ここに列挙した効果は､必ずしも投資に対する純利益としてマッピングされるわけでは

ないが､これらの効果によって確実に､優れた製品をより簡恥に作り､販売し､サポート

できるようになったはずだ｡ペルソナは砿要な顧容やユーザーにフォーカスし､効果的に

コミュニケーションをとり、データに基づく意思決定をし､ユーザーのために適切な特徴

を持った製品を作り出すことを支援してくれる。

◎５．３不必要な作業を回避することの価値を測定する

これまでにも､ペルソナーウェイテッド･フイーチャー･ﾏﾄﾘｯｸｽで優先順位づけされた

特徴に対する価値の測定を勧めてきた｡また､一・部の特徴の優先順位を下げることによ

るリソース･セービングを見極めることも砿要である。このようにして優先順位をつけた結

果､製品に含めなかった特徴や設叶嬰素があったはずだ｡これを確概することで､どれ

だけ不要な作業を回避したかがわかる。

◎５．４ペルソナによるコミュニケーションの向上の成果を調べる

フェーズ1で設計／開発チームのメンバーを含め､組織内のいろいろな人々からユー
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ザーに対する仮説と一般的な知識を収集することを勧めた｡もしペルソナヘの取り紐み

がなければ､「ユーザー」に関してのさまざまに異なった描写が､会社の人々 の頭の中

や､製砧の設計文瞥の中に存在し続けたはずである。

フェーズl：｢準備と叶画」川に､あなたやコア･チームは製砧に関辿した文普の中か

ら次のことを見つけて、「ユーザー悩報が､製品設計と開発プロセスの中でどのように

利用されるのか｣という質問に答えた。

●ユーザーをどのように呼んでいるか。

●ユーザーの特徴やゴール､ニーズ､行動をどのように配述しているか。

●ユーザーと顧客をどう区別しているか。

●ユーザーをどのように伝運しているか(例:調査レポート､セグメント分析､プレゼ

ンテーションあるいはその他の広報ツールなど)。

ペルソナを使ったプロジェクトが完了したら､製品に関連したドキュメントを調べて次の

ような傭報を確認できるはずだ。

●ユーザーを呼ぶ言葉が変更されたか。

●ユーザーの参照がより特定され､具体的になったか。

●製品に関連した文雷の問で､ユーザーやユーザーのゴール､ユーザーの仕率に

ついての記述が一貫するようになったか。

●ユーザーと顧客のニーズの迎いが明確になったか｡たとえば､製品要求とマーケ

ティングの要求を区別して扱っているか。

●ペルソナ関連の資料などで､どのような新しい文書や広報ツールが登場したか。

これらは､他の文閏と固き換わったのか。

投計／1M発プロセスにおける意忠決定にユーザー･データがどのように利用されたか

を探すこともできる｡ペルソナはユーザー調査の仕様や手段も提供した｡しかもペルソナ

は､これまでのどのユーザー調売レポートよりも長持ちする｡ペルソナを使うことで､チー

ムメイトⅢlでのターケット･ユーザーについてのコミュニケーションがしやすくなったはずだ。
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図5.5プロセス改普のために

改普点
｢ベルソナ以前」の

濁定値
｢ペルソナ後」の

測定価
結陰

(プロセスの改普）

●定藷されたターゲッ
ト･ユーザーのニー

現在のブﾛｾｽは､ユー
ザーに間するデータを
取り込んでいない。

以前のプロジェクト
のビジョンと仕橡書
のレビューで、「ユー
ザー」を指す16の
異なる用脂とユー
ザーの要求の異な
る定職がすべての
文密で見つかった。

●このプロジェクトの

ブﾛヅｪｸﾄ文書で
５つのペルソナの

名前を参照してい
る。また､最終文
書がペルソナでは
ないユーザーへの
参照を含んでいる。

●ブﾛジｪｸﾄの前後
におけるUCD質
問表で､誰がター
ゲット･ユーザーで

あるか、彼らがど
のようにビジネス・
ゴールと関連して
いるかなどについ

て、より一貫性の
ある理解に運した。

ズをコミュニケートし、

現在のプロセスでは
リリース以前に亜大な
問題やバグを発見した
り､解決することがで
きない。また､現在の
プロセスはすべてのプ
ロジェクト完了後に最
低２回の急な「ポイン
ト･リリース」を必要と
することを前提として
いる。

ユーザビリティ・テス

トで､３つの致命的
な問題を含む１２の
問四点が見つかっ
た。３つのうち､２
つの致命的な問皿
を解決するために
リリースが2週間遅
れた。製品は１０の
ユーザビリティ上の
問皿を知りながら､リ
リースされた。

ユーザビリティ・テ
ストで20の軽度の
ユーザビリティの問
題が見つかった。ほ
とんどが文章の週
択に関係している問
題であり、すべてが

2日間で修正された。
リリースは予定どお
りに行われた。

フォーカスを維持す
るよりよい方法を柵
築した。

●ユーザーやそのニー
ズが明砿になった
ので､対応しやすく
なった。

●いったん下した決定
から､その決定を導
いたデータをトレー

スできるので､次の
製品の愈思決定の
プロセスにそれを生
かし､改善できる。

ユーザビリティの皿大
な問題点は回避でき
早期に発見され、製
品スケジュールを変え
ることなく修復された
ペルソナによる製品
設計は何度も綴り返さ
れたが､開発プロセス
の初期になされた。

プロセス改善をペルソナの使用にマッピングする。フェーズ１：｢準備と計画」期に改普が必要
だったプロセスをもとに､それぞれの変化をペルソナの使用に関連させる

◎５－５ベルソナの使用によるプロセス改善をたどる

、

◎

ペルソナの使用によるプロセスの向上を測定するには､ペルソナの使用によって起

こった変化を詳細に説明する必要がある。

アクション･プランの一部として､改稗を要したプロセスを以下にマッピングしてみる。

●改善が必要であると感じた理由

ﾌｪｰズ5:『功鏑､再使用､引退」囲客志向への遡求は銃<２６９



●ペルソナの使用によって生じた変更を測定できた事項

●ペルソナの影響であると示せる定迅的または定性的なプロセスの改善

図5.5はマッピングの例である。

６１ROIの質問4:顧客志向

◎６．１ペルソナによって会社は以前より顧客志向になったか

兼者はユーザー･フォーカスとUCDはビジネスにとっても製品にとってもよいことであり、

ペルソナは組織全体の顧客志向を促進させると考えている｡そしていまこそ､これらの

効果を測定するときだ｡ペルソナによって会社は顧客志向になっただろうか。

フェーズｌ：｢準愉と叶画」期に､あなたとコア･チームは会社がどれくらい剛客志向で

あるかを査定した｡そのときに社内澗森をして、「会社が製品を考える観点が､製品が

簡単に使えること､顧客のニーズを満足させることにあるかどうか｣を検証したが､これ

は同時に顧客志向が企業文化にどれだけ浸透しているかを知るためでもあった。

ペルソナの使用によって生じた変化を測定するために､以~ドの賀Ⅲについて考えても

らいたい。
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●会社のUCDへの信頼は強まったか｡会社は製品の成功を､新しい方法で測定

しているか。たとえば簡単に使えるという観点から製品のことが贈られているだろ

うか。

●ペルソナの結果としてペルソナに加えてほかのUCD活勤が行われるようになっ

たか。過去のプロジェクトに比べて、このプロジェクトでは追加のUCD手法を

大々的に採用したか。たとえばシナリオを新たな方法で使用したか。または製

品設尉において、ペルソナの視点から問題発見を目指したレビュー(ヒューリス

ティック･レビュー)を行ったか。



●社内のより多くの人が､テクノロジーだけでなく、エンド･ユーザーについて話した

り､考えたりするようになったか｡製品についての会話の中でペルソナの名前が

使われているのを聞いたか。

●エンド･ユーザーについての考えや仮説が､より多くの人に共有されていたか｡こ

の考えや仮説は､作成したペルソナに基づくもの､すなわちデータに基づくもの

だったか。開発者から品質保証スペシャリスト､ドキュメント･スペシャリストに至る

まですべての人は、製品に関する決定を下す前にペルソナを理解し、ペルソナ

のニーズを考慮したか。

●新製品のビジｮﾝや特徴は顧客志向の言葉で表現されているか｡主要関係者

は、次期製品の初期プロセスでペルソナ関連の悩報を求めているか。

●あなたやコア･チームの支援を求める人が多くなったか｡ユーザーに関連した憎

報への興味が畑加したと感じるか。

上記の賀'111の回答を見つける絶対的な方法はない｡ペルソナ･プロジェクトによって

変化した組織全体の状況を定最化あるいは定性化するのは､容易なことではないのだ。

組織は級やかに変化するので､変化が起こったことが見えにくい場合も多い｡また､たと

え変化がわかったとしても､その変化の根源にあるのが1つの要因であると証明するの

は難しい。

◎６－２組織としての変化の測定についての提案

メイヒューとバイアスは､ＵCDの専門家がしばしば組織の変化のきっかけを作るエー

ジェントになっていることを指摘している。彼らは､組織の変化を抑制する要因として、

考え方から組織の柵造までを列挙し､ユーザピリテイ･メソッドがどのように変化を促進

するかを縦鐙している｡彼らの説によれば､日々 の仕111では､１０年後も現在と同じ多くの

抑制に直面しているという。それゆえ､変化のエージェントとして自分たちの仕珊に本気

で取り組むべきであると指摘している｡とりわけ､経験を積み影響力が増すにつれ､典

剣に行わなければならない。

ペルソナのフェーズｌ：「単備と叶脳i」に閲して縦論してきたように､すでに確立した

会社に対して変化を促す作業はたやすいことではなく､これらの変化を測定することも

ﾌｪｰス5:｢功飼､再使用､引退」皿客志向への追求は緑<２７１



難しい｡ペルソナは､変化の動機とﾒｲﾋｭー とバイアスが列挙した成功の測定に対応し

ている。

以降の資料は､ペルソナがどのように2つの例と間辿しているかを検討したものだ。

●変化を促進した例:〆〃だ巴りﾉﾉbr釦α〈ﾘｉｇ℃ﾘﾝｂｅﾉ刀昌目ﾂﾇs〆ﾉ観sﾛ/”mgcp”ﾘｨヮｿＩＦ

「対立を解決する客観的方法の必要性(未訳)｣。

ペルソナは一義的にはデータに基づいているので､対立の解決にあたっては、

社内政治に無関係な第三者として貢献する。より多くの顧客志向のデザインの

推進者がより多くのプロジェクトに参加することにより､我々の考えや貢献が政

治的な意味合いをおびてくることもある。これに対し、ペルソナはユーザーを擁

顔する者としての代役を務め､データに基づく決定をする。

●成功の要因の例:Fｿりﾛｾﾉじちj桝日"L口色"7ちびＩ化w１，βvわりｔＪ℃H管「明確に定義された

作業成果を作る(未訳)｣。

メイヒューとバイアスは､ＵCDの専門家として｢専門的な知識とスキル」をも

とに意見を述べても､初期の設計会脳では理解を得にくいことを説明している。

これに対し､ペルソナは新製品の鯛査以前や胴査の初期に作成できる具体的

な提供物である。そして､ペルソナが梢報に富み､物語性を持ち、製品チーム

の人々でも簡単に使えるという事実は､我々の顧客志向デザインの推進者とし

てのスキルと価値を強く証明するものとなる。

データに鵬づいたペルソナを作成し､設iil．／側発のプロセスでベルソナを使用するた

めのサポートをすることは､組織の変化を抑制しようとする人たちに打ち勝つ助けとなる。

フェーズ1：「単術と計画」期に行った分析によって､社内で力を持っている「変化を抑

制する人」の存在を明らかにした｡フェーズｌ：「幽側と針凹」期に推奨したように､正

式なUCD綱壷を行っている珊合は､再庇同じ鋼森を行うと､ベルソナによってどのように

事悩が変化したかが評価できる｡また､変化を抑制しようとする人たちからは目を離さな

いようにしなければいけない｡そうすれば次のプロジェクトで､彼らをﾀー ｹｯﾄにできるは

ずである。
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◎6-3ペﾙｿﾅを試す理由の1つに｢企業文化の変化｣への期待があったか

クニアフスキーは､「企業文化の変化」ということに興味深い考え方を示している。

"CreatingaUser､centeredCorporateCulture”（｢MIi客志向の企業文化の柵築

(未訳)｣[KuniavSky,2003])で､クニアフスキーは､その難しさに蒜目し､組織を顧

客志向に変えるための提案をしている。

そして､このアプローチを継続する5つの理111についてti及している。

●効率性

●反復

●競争上の優位性

●信頼

●利益

企業において股iW．／開発プロセスは効率的でなければならない。しかし､ペルソナ

の採用に余分な作業や費用がかかると考えられ､それがUCDを受け入れない理山の

1つともなっている｡これに対応するため､多くの「低コストの｣ユーザビリテイ･メソッドが

開発された。例としてはヒューリスティック･エバリュエーション､紙で作ったプロトタイプ、

シナリオに基づく設計などがあり､広く認められ利用されている｡そしてペルソナもこのよ

うな低コストの手法の１つともなるのである。

ヤコプ･ニールセンは、製品開発のライフサイクルでユーザビリティが授透している組

織におけるUCDの遡知度やUCDへの信頼度の向上を説明している[Nielseno1994a]・

低コストのユーザビリテイ･ﾃｸﾆｯｸには､アドﾎｯｸ､仮説､少ない作業でのペルソナの

使用などがあるが､いずれも製品の進化を進める中心的な役測を果たす｡事実､我々

は概数の企業でペルソナがこれを実現したことを見ている｡ペルソナは､開発チームに

対して政要でエキサイティングな方法を約束している。

ペルソナはあなたが所有し維持している具体的な提供物である。そのため､ペルソ

ナ･ブﾛヅｪｸﾄは顧客志向デザインの推進者(すなわち､馴客志向への企業文化の転

換における皿饗なプレイヤーとしてのあなた)の役削を砿立するのに役立つ｡ペルソナ

の成功はほかの顧客志向の手法を組織に紹介する機会を作り、企業文化を顧客志向

ﾌｪｰズ5:｢功韻､再使用､引退」剛客志向への追求は続く２７３



に促すきっかけとなる。

◎６．４「ソーシャルROI」を測定する方法を見つけ出す

ウィルソンとローゼンバウムが定義したように、内部的な「ソーシャルROI」とは、

｢……特別な裏づけのデータがなくても､ＵCDの実践者が開発プロセスに貢献したと

いう､組織内の主要関係者の狸識に対応する｣[WilsonandRosenbaum､2005]もの

である。

ソーシャルROIを測定するには､事後ミーティングを実施し､会社の人々がペルソナを

どう思っているかを調べる。

●ペルソナはどのように役に立ったか。

●ペルソナの作業に見合う効果があったか。

●どのような状況のときに､ペルソナが開発の妨げになったと感じたか。

●会社の人々 から見て､ペルソナはどのように股計／開発プロセスを変えたか。

この鯛森の結果は､ペルソナ･プロジェクトの価値を示すため､およびプロジェクトの

改善のために利用できる。また､プロセスと企業文化を改善するためには､ペルソナ手

法に肯定的ではない人々 の考え方を理解することも血要である。

しかし､その結果だけでソーシャルROIを測ろうというわけではない｡なぜなら､披訓・

チームや開発チームが秘撤しているよりもはるかに大きな影靭をペルソナから受けている

こともあるからだ。

ペルソナの影響や価仙が表に出てこない例としては､次のようなものがある。
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●ペルソナは会社の人々自身が持っていたことに気づいていなかった仮説を固き

換えたかもしれない｡仮説がどれほど製品に影響を与えるかを真剣に考える人は

少ない。また､会社の人々 が仮説の及ぼす影響を理解していなければ､データ

に基づくペルソナで仮説を冠き換えたとしても､その影響に気づかないかもしれ

ない。

●ペルソナに関する活動は会社の人々の主な仕事ではない。あなたとコア･チーム



にとってはペルソナは最も重要な提供物かもしれないが､設計や開発チームの

メンバーにとってはペルゾナは参考資料でしかない。彼らにペルソナの価値を尋

ねることは､小説家に完成した小説に辞書が及ぼした影唇を聞くようなものだ。

このように､会社の人々 から直接､ソーシャルROIのデータを集めることは難しいかも

しれないが､ペルソナが日々の仕事に与えた影靭を示す例を見つけることはできる。

◎６．５ベルゾナの失敗を注意深く観察する

ペルソナ･プロジェクトがあなたの期待どおりにならないこともある。内部要因と外部

要因が製品の般叶／開発プロセスに及ぼす影響は予測できないし､予期せぬプレッ

シャーに耐えられる確間としたペルソナ･プロジェクトのブﾗﾝを作成できるとは限らない。

それは､本杵を執筆している我々でも同じことだ｡たとえば､マイクロソフト社における

最初のペルソナはあまり使われなかった｡設計や開発ミーティングで多少ペルソナの縦

論はされたが､シナリオにまでは取り入れられず､ペルソナが使われたのは設計やユー

ザピリテイ、プログラム･マネジメントにおける一般的な縦脇においてのみだった。

そして分析の結果､その原因は次の2つであることがわかった。

●ペルソナの開発や提供をタイムリーに行わなかった。

●ペルソナの梱極的なプロモートや使用法の定義などの必要性を知らなかった。

また､アマゾン･ドットコムの最初のペルソナ･プロジェクトでは､有益なペルソナを作成

するために膨大な内部データをどう使うべきかの判断に手Ⅲ取り､完成したペルソナの

使用が限定されてしまった｡この経験からはデータの収巣と使用のバランスの亜要性を

学んだ｡また､ペルソナ･プロジェクトの初期においては､全体的なペルソナよりプロジェク

トに特化したペルソナが役立つことも理解した。

ベルソナの完壁な成功を実現するのは難しいが､多くのペルソナ･プロジェクトでは、

失敗があったとしても同時に何がしかの成功も収めている。また失敗したように兄えても、

時Ⅱをかけて失敗を分析してみると､ペルソナ･プロジェクトの小さな成功を見つけること

がある｡このようにペルソナヘの取り組みの継験を体系化することで､次のプロジェクト

ﾌｪー ズ5:｢功紬.再使用､引退｣皿客志向への遡求は鶴<２７５



に生かせるようにもなるのだ。

◎６－６次のプロジェクトのための事例を作る

ペルソナ･プロジェクトのROIを査定したら､その備報をもとに今後のプロジェクトに対

してペルソナをPRする｡ペルソナの成功は艮期にわたる体系化された活動の賜物で

あり､これを再度実施したい旨を会社の人々に伝える。また､ペルソナの粕前と写真だ

けが成功の要因であると勘述いされないようにしなければならない｡ほかのチームに新

しいUCD手法を紹介するバｲﾛｯﾄ.プロジェクトの機会を与えてくれるように頼むことも

必要だ｡ペルソナが成功を収めたことを示せば､より多くのリソースを要求できるだろうし、

側発プロセスの初期段階からペルソナ･チームが側われるようになるはずだ。

７ 再使用､再生､引退

◎７－１次期プロジェクトでのベルソナの処遇

ペルソナ･プロジェクトの職終期には､ペルソナの価仙を測定するだけでなく、次の

プロジェクトへの移行にあたってのペルソナの処遇を決めなければならない。これまで

は「ペルソナをどのように作成し､どのように生かし続けるか」を論じてきたが､いよい

よ「作成したペルソナを次期プロジェクトに移行するかどうか」を検討する時期となった。

これは､言い換えれば｢社内の人々がペルソナを忘れるようにする」ことでもある｡ペル

ソナは覚えやすい｡これはペルソナを必要とするときにはよいが､新しいブﾛヅｪｸﾄに移

行するときには逆に「忘れにくい」という欠点にもなる。

プロジェクト終了後のペルソナの扱いは､そのまま再度使用する「再使用｣、内容と

データの一部だけを使用する「再生｣、そして､廃棄するか何体かを完全に皿き換える

｢引退」を組み合わせることになる。

ペルソナ･プロジェクトが成功を収めたいま、「再生」や「引退」は行いにくいかもしれ
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ない。しかし､次のペルソナを作り出すためには､慣れ親しんだペルソナを手放す必要

もあるのだ。

◎７－２ペルソナのオーナーシップとコントロールを取り戻す

「成人」期にはペルソナのコントロールをある程度緩めたはずだ｡ペルソナに仕事を遂

行させるために､ペルソナを組織に送り出したのだ｡そしてその後はペルソナに対する

オーナーシップは忘れられたり､暖味になる傾向がある｡もちろん、「成人」川にほかの

人がペルソナにオーナーシップを感じるのはよいことだ｡しかし､製品が完成し次のプロ

ジェクトに移行するときには､再びあなたがオーナーシップに介入しなければならない。

製品の開発サイクルが進み､社内の人々は開発中の製品についての意思決定に

フェーズ４：「成人」期のペルソナの助けを借りてきた｡そして製IHIがほぼ完成したいま、

設計についての意思決定はほとんどない｡この時期､品質保証チームやマーケティン

グ･チーム､営業チームにはペルソナは有用だが､設計や開発チームには必要なくなっ

ている｡したがって､仮に設計や開発チームの人々がフェーズ4：｢成人」期のペルソナ

にオーナーシツプを感じていたとしても､次の製品プロジェクトの単価のためにあなたが

ペルソナのオーナーシップを取り戻そうとしても､あまり大きな抵抗には週わないはずだｃ

ペルソナのオーナーシップを取り戻すには次のことをする。

●オフィスの周りから､すべてのペルソナ広報ツールを回収する。

●社内の人々に､次の製品のためにコア･チームがペルソナを変更することを知ら

せる。

こうしてあなたがペルソナのオーナーシップを取り戻そうとしたとき､ペルソナに執着し

手放したがらない人やグループがあったら､その理由を理解することが大切だ。

●彼らは現在の製品ではペルソナのニーズを完全に満足していないと感じており、

別のリリースで新しい特徴を取り入れたいと望んでいるのか。

これが本当にプロダクト･チームの行うべきことであれば､ペルソナに含まれる

データを再岬価し､必要な変更を加え､変更をチームに伝えて作業を継続できる

フェーズ5;｢功蹟､再使用､引退」卸客志向への追求は暁く２７７



ようにする。

●彼らは､単にペルソナがいることに慣れてしまっただけなのか○

そうであれば､プロダクト・チームを次期のペルソナ・プロジェクトに招典し、次の

製品に関連したデータ・ソースを探したり、肝価するのを手伝ってもらう。そして、

次期プロジェクトを始める前に｢古い」ペルソナを再使用すべきか、再生すべき

か､または引退すべきかの呼価に参加させる｡このようにペルソナの処理に直

接関わることで､彼らもペルソナを手放しやすくなる。

●彼らがすでに次期製品の作業をしていて、文醤作成に必要なのでペルソナを

使っているのか。

このようなケースは、ROIをまとめる際にペルソナ・プロジェクトがいかに社内に

おけるユーザーの伝逮方法を変えたかの例として使える。しかしこの場合、ペル

ソナは新しい製品に対する適切なデータを反映しているものでなければならない。

新しい製品が完成したばかりの製品とは別のものならば､ペルソナが著しく違う

ために、すぐにペルソナを回き換えたほうがよい。このときには新しい製品用の

ペルソナを準備するまで､一時的に現在のペルソナの名前を「お母さん｣｢急ぎ

の買い物客｣｢初心者｣といった抽象的な役割やゴー ﾙ、またはｾグﾒﾝﾄを示す

名前に通き換えるように働きかける。

ペルソナ･プロジェクトが成功を収めていたら､ペルソナという形でのユーザー情報の

需要を現実に生み出している可能性がある｡その場合は､コア･チームはペルソナの更

新や作成を迅迎に行わなければならない｡すでに使っているデータや新たに収架した

データを評価し､古いペルソナを再使用するか､再生するか､引退させる力､の意思決

定をする。

◎７－３データは次の製品にも有効か

ペルソナをどう扱うかを決める前に､彼らを作成するのに使用したデータ･ソースを再

検討する｡リリースしたばかりの製砧の次期バージョンの作業を開始しようとしているの

であれば､多くのデータ･ソースは依然として適切であり､ペルソナ全体を再使用したり、

ベルソナに含まれる悩報の一部を11j使用できるはずである｡また､まったく汎なる製品の
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開発に移行したり､戦略に大きな変更があった場合は､データ･ソースのごく一部､たと

えば一般的な製舶分野のデータなどが再使用できることもある。

オリジナルのデータ･ソースを再庇評価して次の判断をしなければならない。

●データはいまでも最新か。数年以上前に調査されたデータだとしたら収集しなお

す必要がある。

●顧客または製品のドﾒｲﾝが大きく変化したためにヂー ﾀが不適切になっていないか。

●既存のデータのどの部分が依然として適切か。

データ･ソースを評価する際には､当初使わなかったﾌｱｸﾄｲドにも注意を払う｡それ

らは､次の製品プロジェクトには適したものかもしれないからだ｡また、今何のペルソナを

作成した後にどのような新しい梢報が利jWIiI能になったかも時Ⅲlをかけて側べ､チーム

とともに新しいデータを既存のペルソナに統合する。

◎７．４再使用、再生または引退を決定する

古いデータのうち､新しい製船でも利用できるものがどれくらいあるかを見極めたら、

ベルソナをどのように再使用するか､あるいは引退させるかを決められるようになる。

我々の経験から､次の3つの方法がある。

●次の製品プロジェクトに合わせて､既存のペルソナを副から主に格上げしたり、

主から副に格下げしたりして､そのまま再使用する。

●データの一部や全部を再使用し､新しいデータを統合してペルソナを新しく作る。

あるいは既存のペルソナに大きな変更を加えて再生させる。

●ペルソナを引退させ初めからやり直す。

◎７．５ベルソナを再使用する

製尚&の新バージョンや''1じユーザーをターケットとした新製品を開発する場合には、

ペルソナの多くを叫使用できる可能性が高い｡また､ペルソナは当初に使用した同じプ

ﾌｪー ズ5:『功娘､再使用.引退」皿客志向への週求は鶴<２７９



ログｸﾄ･チームに使われることも､新しい設計チーム､新しい開発チーム､およびマーケ

ティング､営業､製品サポートなど他部門のチームによって使われることもある。

これまで､データを統合し､スケルトンを作成し､スケルトンに優先順位づけをし､そし

てスケルトンを使って完全なペルソナ群を作成してきた｡次のバージョンの製砧に移行す

るときには､オリジナルのペルソナのそれぞれに対し､主や剛の分類を再検討する｡たと

えば､主要ベルソナの１体を格下げし､別ペルソナの１体を格上げしてもよい｡これらの

対応は､同じ製品の新規バージョンの開発に際し､少し異なったユーザーにフォーカス

することを意思決定した場合に特に有効である｡また､作成はしたが岐初の製品では

使わなかったスケルトンも再検討する｡その中に新しい製品に鹸適なものがあれば､ス

ケルトンから完全なペルソナを簡単に作り上げることができる。

◎７－６ベルソナを「引越し」させる

設計や開発では適切でなくなったペルソナでも､マーケティングや営業､サポートなど

のほかの部粁では非常に有用なこともある｡この場合は､組織内の別の場所へペルソ

ナを「引越し」させる。

●サポート･チームは､効率的なサポート作業の戦略を立てるうえで､ペルソナを使

うことができる。また、コア･チームのメンバーを割り当てて､サポート･チームの

マネジャーとともにサポート上の問題をチェックする。サポート･チームがペルソナ

を使っていれば、「サラから何度も電脂をもらっている。インストールに苦労してい

るようだ｣というようなペルソナの視点の報告ができる。

●マーケティング･チームは､製品のエンド･ユーザーを理解するためにペルソナを

使うことができる。ペルソナによりマーケティング･チームが考えている製品の則

入決定権者とｴﾝド･ユーザーとの区別ができるようになるはずだ。

●セールス･エンジニアリング･チームは製品の特徴やﾒﾘｯﾄをエンド･ユーザーに

どのように説明したらよいかをペルソナを使って理解できる。ペルソナは､また、

ターゲット･ユーザーのｺﾝピｭー ﾀ潔境についての佃報源ともなる。

ペルソナを使用する人は内部顧客であるだけでなく､ペルソナを最新に維持するため
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