
の迩要な情報源でありデータ源である｡そこでペルソナが現実のｴﾝド･ユーザーを正し

く描写しているかを尋ねてみるとよい｡、彼らの専門的な評価から､ペルソナの内面や外

見の描写が正しいかどうかが判断できる。

◎７ざ７ベルソナ･ライブラリの作成

ペルソナ･プロジェクトによって作成されたペルソナのコレクション､すなわち「ペルソ

ナ･ﾗｲプﾗﾘ」を作るべきかどうかを質問されることがある。

ペルソナのコレクションは必要に応じていろいろなプロジェクトで使用できる可能性が

ある。ペルソナは製品固有のゴールやニーズを反映し､製品に特化した典型的なユー

ザーとして定義される｡ペルソナに対するデータや質問は､特定の製仙ドメインに関わっ

ていなければならない｡そこで､コミュニケーション側迎製姉(たとえば､Ｅメールやインス

タント･メッセージングなど)のためのペルソナは､デジタル写典関巡製品のためのペルソ

ナとは異なるﾀｲブの情報を必要とするはずだ｡したがって､ペルソナが本当に特化して

いるのであれば､いろいろな状況下で再使用できるペルソナ･ライブラリというのは感覚

的にそぐわない。「狩定の目的のためのペルソナを､ほかの状況でも再使用できるように

作り変えられるものなのか｣という疑問が出てくるからだ。

しかし､ﾗｲプﾗﾘに保管し､必要に応じて再使用できるペルソナが作れないわけでは

ない｡たとえば､ある会社が同じニッチ･マーケットに数多くの製舶を鵬冊しようとしてい

る嶋合には､広範囲のゴールに適したベルソナを集めておくバンクを作り､プロジェクトご

とに必要なペルソナのｾｯﾄをそこから選択するという使い方もある｡ペルソナ･ライブラリ

を作成する場合は､一般的な観点でゴールを設定すれば､ペルソナのストーリーやプロッ

トの一部を再使用しやすくなる。

また、「お母さん」や「小企業のオーナー」を必要とするプロダクト･チームもある｡製

品に関迎した中心となる性格を持ち、しかも特別な性格を追加されていなければ､いろ

いろな製品間において、「お母さん」や「小企業のオーナー」である顧客あるいはユー

ザーのブﾛｯﾄを共有しても問題はない。

｜i１じょうに､コアな性質やドメイン特有の性質を持つペルソナを作っておくこともできる。

必要に応じてドメイン特有の性質は追加やI､き換えができるようにしておけば､秤使川

が可能になる｡この方法では､各プロジェクトで使用するためにペルソナをﾗｲプﾗﾘから
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取り出し､製品に特化したゴールをそれぞれのペルソナに割り当てる。

◎７ｂ８ベルソナの再使用を管理する

ペルソナがどのように再使用されるにせよ､適切にそれが行われていることを確浬し

なければならない｡これは､ペルソナを当初使用した設計や開発チームに再使用される

jﾋﾙ合でも欠かせない。ペルソナのオーナーシツプを取り戻し､もとのデータ･ソースを再澗

在し､関連する新しいデータ･ソースを探し､そして､リリースされた製品に対するユーザ

ビリテイ･テストや評価で集めた悩報などの新しい情報を入れ込んで､改めてペルソナを

紹介するブﾗﾝを立てるべきである｡変更が新しい製品のデザインに関わるようなものな

らば､広報ツールも作り直し､変更を強側する。

新しい設計チームや側発チームが凹迎する製品ドメインでペルソナを両使用する場

合には､引用やペルソナの主要シナリオなどのユース･ケースを前のプロダクト･チーム

から収集しておく｡これはペルソナやプロセスを新しいチームに啓蒙するときに役に立つ。

また､そのペルソナを使った経験のある側発者や設計者に､新しいチームにベルソナを

紹介してもらうのもよいだろう｡そして､前回の使用から現在までの冊にペルソナに加え

られた変更は､前回の製品プロジェクトでペルソナを使用した人全員に対して公開する。

これには､現在のブﾛジｪｸﾄではそのペルソナを使わない人も含めるようにする。

●データの一部または全部の再使用

次のプロジェクトへの移行にあたって､ペルソナが適切ではなくなっていたとしても、

データの一部は再使用できることがある｡本瞥では､データの再使用をペルソナの再生

や進化として捉えることにする｡再生とは主要なデータを新しいペルソナで再使用するこ

とである｡進化とは既存のペルソナに大帆な変更を加えることを指す。

◎7も９ベルソナを再生する

当初に作成したペルソナは適切ではなくなったが､ペルソナに使ったデータの中には

まだ使えるものがある場合には、古いデータの一部を新しいペルソナに使用して､ペル

ソナを再生させる。開発する製品が特定のマーケット･セグメントや特定の業界向けのも
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のならば､ブﾛヅｪｸﾄの違いに関係なく多くのデータ･ソースを流用できるはずだ｡デー

タ･ソースの一部は使用できるものの､ベルソナそのものが不適切になっている場合には、

追加のデータ･ソースを見つけなければならない。

ペルソナに反映させる新規データと既存のデータを集めたら､フェーズ2のプロセスに

戻り､新しいプロジェクトで見出した問題に従って､データポイントを再統合する。

ペルソナを再生する際には､雌初のペルソナを使用した多くの人々が燕本文番の詳

細をすべて知っていると考えてはならない｡社内の人々 の中にはペルソナの鵜1Wとごく

基本的なことしか知らない人もいる。

データを再使用して作成したペルソナともとのペルソナとの通いが､詳細部分のごく

一部に限られていると､社内の人々にとって新しいペルソナを使う理由がわかりづらい

こともある。他方､般初のペルソナをよく知らなければ､２つ(2世代)のペルソナの顛似

性に気づかないこともある｡新しいペルソナの紹介にあたっては､彼らをより魅力的にす

る方法や製品設計にとって亜要な群細を明確に伝える方法を見つけなければならない。

また､再生したベルソナともとのベルソナの間の重要な違いが韮本文書以外でも伝えら

れていることを確誕する必要もある。

データを押使川して作られたペルソナに関しては、「メアリー[もとのペルソナ]と辿って、

ギニーは在宅勤務をしたことがない。ボスが杵可しないからだ｣というような紀述が役に

立つ。

◎７．１０ベルソナの進化と再生の違い

ペルソナは時間の経過とともに変化するものではない｡今日作成したペルソナは2年後

も同じ年齢で､同じ問題、Ⅲじゴール、同じ不安を持っている。これに対して実在の人

間は､２年経つと変わる｡この耶爽に､ペルソナはどう対応すべきだろうか。

たとえば､次の点を碁えてみる。

●ティーンエイジャーの成長や時間の経過に伴う彼らの興味の変化､能力の変化

が製品にとって函要な場合はどうするのか。

●製品が世界を極端に変えてしまい､同じ人々が遮ったように行動するようになっ

たらどうするのか。
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●バージョン1が市場にとってまったく新しい製品だったために､どのペルソナも製

品の実際のユーザーの代理になれなかった場合にはどうするのか。また､バー

ジョン2を出す場合､バージョン1のときのペルソナの何体かは､製品を鯛入した

り､採用したり､経験したりしているはずであるが､この変化をどう扱うか。

●ﾌｨﾘｯブが歳をとったらどうするか。メアリアンがﾈｯﾄサーフィンに熟練してきたら、

あるいはルネが昇進したらどうするか。

製品がﾀー ｹｯﾄ･ユーザーを変えるほど世界を一変させることもある｡ユーザーが経

験する変化を理解し､それを設計に反映することが製舶にとって垂要ならば､これに対

処するプランが必要であろう｡このような変化には歳をとることや学習効果が関わってい

ることが多い｡したがって対応策としては､通う成長段階を代表するペルソナを作成す

る方法もあるし､１人のベルソナの変化を描くという方法もある｡いずれにせよ､ペルソナ

は注意深く進化させなければならない。

製品が幅広い年齢の多様な能力を持つ人々のニーズをサポートする場合には､異

なるカテゴリーの人を代弁するペルソナを作成したほうが合珊的である｡一方､製舶が

ユーザーとともに進化するように殻計されているのであれば､マイルストーンを達成するご

とに､ペルソナを再描写することも検討するべきである。

繰り返すが､ペルソナの進化は注意深く行わなければならない｡そうしなければプロ

ダクト･チームは混乱に陥ることになる｡ペルソナが特別の状態であることをチームのメン

バーに伝えておかなければならない。たとえば､「サラが82歳になったら､６５歳のときとは

遮うニーズと不安を持っているはずだ｣ということを伝える。

進化したペルソナを再紹介するときには､ペルソナの変化をはっきり示すべきである。

たとえば､あなたが企業のｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ関連の仕事をしており､かつて新人だったペルソ

ナを､就職してしばらく総ったべルソナに発展させたいと思っているとしよう。

この場合は次のようになる。

ケリーを覚えているかい。ケリーを最後に紹介したとき､彼女は新人で早く会社に

慣れようとしていた。彼女がｲﾝﾄﾗﾈｯﾄを使う目的は､福利厚生の情報を見つけたり、

これから会う人のオフィスの位匝を碗鯉したり、自分に割り当てられたプロジェクトの屈

歴を知ることなどだった。いまではケリーは新人ではない。我々がイントラネットの次期
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バージョンを櫛築する際には､ケリーの新たなゴールを考えなければならない。彼女は

すでに2年間働いており、自分の部署や日々応対する人々に満足しており、イントラネツ

トにもある程度の満足感がある。しかし､一方では、ケリーは次のような新しい媒題に

直面している。

●以前の部署で彼女のチームが行った作業の一部を再使用する方法を考えなけ

ればならない。

●同僚との間にちょっとした問題がある。

●もうすぐ結婚する。

◎７bllペルソナを引退させる

ペルソナやそのもとになったデータをＷ使用やＷ生しないこともある。

次のプロジェクトに移行する前にペルソナを引退させる理由としては次のようなものが

ある。

●現在のプロジェクトは直前のプロジェクトと著しく異なる。

●ユーザーのゴールが変化した。

●会社が新たな戦略を採用したり､異なるユーザーをﾀー ケｯﾄにしている。

●「世界の見え方が変わる」ほど新しいテクノロジーが出現したり､競合製品が出

現するなど､製品の使用環境に著しい変化があった。たとえば､ストリーム･メ

ディアや家庭内ブロードバンド化､コンピュータのためのブルートウース･テクノロ

ジーの出現などがこれにあたる。

ペルソナがもはや適切ではないと判断したときにはベルソナを公式に「引退」させる

べきである。単にペルソナのポスターをはがすということではなく、公式に引退させるのに

は理由がある｡ブﾛヅｪｸﾄが進んでいる最中には､ペルソナを記憶に定蒲させることで、

仕事の成果があがったはずだ｡組織の人々はベルソナについて､それぞれが備報を吸

収し､ペルソナについて考えることが習慣化している｡このため､新しいペルソナを古い

ペルソナの上に煎れて紹介しようとすれば､チームは拠乱し､ペルソナが提供すべき透

明度がなくなってしまう恐れがあるのだ。
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それまで使ってきたペルソナについてのすべての知識を､社内の人々の頭の中に入

り込んで消し去ることはできないが､人々が古いペルソナを忘れる手助けはしなければ

ならない｡股も鮒単な方法としてはEメールによる古いペルソナの引退発表がある｡まっ

たく述う製品や新たな戦略に移行するのならば､社内の人々の多くはペルソナの交代を

認め､引退声明に納得するだろう｡また､この機会を利用してペルソナが役に立ったこ

と､役に立たなかったことのﾌｨｰドパｯｸをチームから得ることもできる｡このフィードバッ

クは次InIのペルソナ･プロジェクトでのカスタマイズの卿整に役立つ。

もう１つの方法として､豪推なペルソナ引退エクスペリエンスを計画するというのもある。

ペルソナの引退をプロジェクトの完了に砿ね､チームとともに祝う機会にする｡このときに

は､ペルソナが新製品を使っているところを描いた新しいポスターを用意したり､ペルソ

ナのモデルを辿れてきて､製品を使っている写真を銀ったり､モデルを引退のお祝いに

招待するなど､いろいろなことが考えられる｡そして､これ以降数カ月１１１１，ペルソナがど

のように製品を使うか､製品に問題点はないかなどの悩報をサポート･チームから集め

て記述し､古いペルソナからの簡蝋なアップデートを行う。

ブﾛヅｪｸﾄの終わりにチームの打ち上げのようなお祝い期をするのならば､次のような

ペルソナ側巡のアクティピテイを行うのもよいだろう。

●ペルソナのためにお気に入りの特徴をあきらめた人に賞を贈る。

●「僕はﾍﾚﾝのためにやったんだ｣｢ボブはこれを絶対使わないよ｣などと発言した

開発者に報奨金を畑る。

●ペルソナのニーズに基づいて､功を奏した新しい特徴を提案したり､取り込んだ

人を表彰する。

●製品の成功についてペルソナをもとに脱明する(｢我々は新しい特徴を好むロー

ラから100通以上のEメールを受け取った｣など)。

プロダクト･チームを招待してペルソナの使用のお祝いをする｡このような自分たち自

身が行うお祝いはやる気を起こさせるものだ｡こうして､ブﾛヅｪｸﾄとペルソナ･プロジェ

クトの終了を飾る｡これにより社内の人々 にペルソナの作業が楽しいものであり､次のプ

ロジェクトでも楽しみにすべきものであるというイメージを植えつけられる。ペルソナは魅

力的であり､有益でストレス発散にもなる。聯んでペルソナをプロジェクトに迎え入れよう。
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[ﾌｪー ス5のまとめ］

順客志向デザインの推進稀であるあなたは､近い将来に自分自身の価仙を祇明す

るという仕事に直而することになる｡これは主に､作業の価仙の定価化である｡あなた

はいち早くブﾛヅｪｸﾄのことを考え始め､ＵCD手法が長時間かかり､費用がかさむこと

が見込まれる場合は､ＵCD手法のROIを証明しなければならない｡ROIを測定し､説

明することは早いうちから考えたほうがよい｡ROIの測定はペルソナ･ブﾛヅｪｸﾄのどの

フェーズからでも始められる｡また､本フェーズのはじめに記述したアイデアは独121の測

定方法を開発するときの参考になるはずだｃ

適切に作成され､かつ使用されたペルソナは製品やプロセスの向上をもたらす｡これ

は検証でき計測できるものであり､ペルソナ･プロジェクトの価値､あるいはUCDプロセス

の価値の定通化を助ける｡そして､自分自身の作業のROIの評価に際しては､成功を

公表したり､問題点やプロセスの失敗の理由を分析する。

本書でペルソナ･プロジェクトの終わりに行うことを勧めている活動は､次のプロジェク

トの準備にもなる｡これは､ペルソナに対するコントロールを取り戻し､ペルソナによって

成功した作業を評価することであり､次のブﾛヅｪｸﾄでのぎらなる成功のもとにもなる。

ペルソナのフェーズ５：「功績､秤使用、引退」期には､コア･チームやほかの主要ＩＭＩ

係者と連絡を保ち､ものごとがどのように進んだかを語りあう機会がある｡再びフェーズ

ｌ：「準備と計画」期に入るときには､これから通過する間脳をできるだけ予想したいは

ずだ｡この時期はペルソナ･プロジェクトによって何が向上し､何が変化せず､何が懇化

したかを検討するときでもあるのだ。

この時期に行うことはすべて何らかの結果を生む｡達成のお祝いは次のプロジェクト

や次のペルソナのための準備を兼ねている。

フェーズ５：｢功紙､再使用､引退」期はペルソナ･プロジェクト全体のうちで股も即解

されていない期間である｡これは､ペルソナ手法がきわめて新しいもので､どのように開

始するかだけにその関心が向けられているためである。

「ROIをどのように測定するか｣｢プロジェクトの終わりにベルソナに何が起こるか｣｢プロ

ジェクトが再び始まるときに､別のプロジェクトへどのように移行するのか｣などなど､これ

を実践した人たちの経験談を聞けることを楽しみにしている。
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ペルソナ戦略｡応用事例１

大和ハウス工業株式会社

｢EDDI'ｓHouse(エディズハウス)」プロジェクト

◎事例の概要

2002年、火祁ハウスl:難株式公Ｎ:(以ド、大fIIハウス)は、処築家･鈴木エドワード

氏とのコラポレーシヨンにより、Ｗiしい化宅商1V,「エデイズハウス(EDDl.ｓHouse)』を開

発した‘エデイズハウスは､あらかじめ建築家の設計により間取りが規格化されたデザ

イナーズ住宅である、大和ハウス社内のエデイズハウス･プロジェクト･メンバーは、仮想

ﾀー グｯﾄに対してｳｪﾌ゙ ｻｲﾄとコールセンターを‘''心とした販光を検,Iqiしたが､こうした

販光〃法は難界でも例のない取り組みだったため､まったく新しい販売プロモーションの

開発が必要となった。

そこで､商1W,のﾀー ｹｯﾄ刑となるMIi客のニーズをより深く知るため､Ｒ本ではまだIMI例

のなかったペルソナ手法を採川。家づくりを検1M．しているユーザーを対･象として「ウェプ

アンケート(定'１t‘１Ｍ荘)」｢デプス･インタビュー(だ．'ﾉk１１M代)」の2つの側企を火施し､エ

ディズハウスを雌入する''1能性がI断いターゲッ1,．ユーザーのペルソナを作成した。そし

て､このペルソナをJ,L点としてj1ML1的なコミュニケーション･シナリオの設計を行い､ウェ

フ･サイトをはじめ､緋,鯉広{If,コンセプトプｯｸ､鵬ボ会などのクロスチャネル･マーケテイ

ングを腿ｌＩｌｏその結果､ウェプサイ|､会１１は約5傭に１W"|I,それに伴う眼光棟数もIllNliM

な拡大を兇せた。また2003年には「グッドデザイン世」を

受賞し､まさに11本において初めてペルソナの{I11i仙が証Iﾘｊ

されたｌＩ１ｆ:Wr的な､川ｸﾘとなった。

2８８

!
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図1-ａ取り組み概要

背景

｢新規事案の立ち上げ」

打名瞳譲家によるデザイナー

ズ住宅をｳｪプｻｲﾄとコールセ

ンターを中心に販売するという

新規事錠を立ち上げる。

し

幌題

｢新しい販売モデルの般計」

｢営鱗をでさる鰭け介さない密なｺ

ﾐｭﾆｹー ｼｮﾝのﾉｳﾊｳ｣という

業界でも例のない取り組みのた

め､まったく新しい賑亮プロモーシ

ヨンの開発が必四だった。

し

取り組みポイント

･新たな

コミュニケーション股計

･クロスチャネル。

マーケティング

｡強いブランド断求

１ コミュニケーション開発の全体像

◎エディズハウス･プロジェクトの課題

エデイズハウスの眼大の特徴は､プラン限定の「規格型住宅｣ということだ｡あらかじ

め決められたＩＭＩ取りや価格帯のラインナップの中から要望に近いものを施主が選択する

形となるため､一から自由にプランできる住宅商船と比べると、一見不利なように思われ

た｡しかし､エディズハウスのプロジェクト･メンバーは、「有名建築家によるデザイン･クオ

リティの高い家が写真で見たままの要で手に入ることにﾒﾘｯﾄを感じるﾀー ｹｯﾄにとって

は､このうえなく魅力的な商品になる」と考えた。

その販売方法を検討する中で､プロジェクト･メンバーは数々 の疑IMlや不安に直、す

ることになる。デザイナーズ住宅を好むようなこだわりの強い施主には「むしろ売り込み

は嫌がられるのではないか｣という仮説のもと､ウェプサイトとコールセンターを中心とした

販売方法が検討された｡だが､こうした販売方法は業界でも前例がなく､これまで培っ

てきたノウハウはほとんど参考にならなかったために､具体的には､以下のような疑問が

挙がった。

●こうしたハイレベルなデザイン住宅を好み､かつ、自由設計ではないことに共感・

納得してくれるような施主とはどのような人たちか。

●ウェブサイトとコールセンター中心でのコミュニケーションで､本当に大丈夫か。

ペルソナ戦略･応用事例１２８９



施主は営業マンと接する回数が少なくても不安にはならないのか。

●ウェブサイトとコールセンター中心でのコミュニケーションでも不安にさせないた

めに、どのようなコミュニケーションをとっていくべきか。

プロジェクトを進行するうえでのこうした疑問を解決するには､エデイズハウスのﾀｰ

ｹｯﾄとなる顧客のニーズを､よりリアルに深く知ることが不可欠である｡こうした経緯から、

ペルソナ･プロジェクトの取り組みが採用されることとなったのである。

◎コミュニケーション開発のための4つのステップ

次に､エデイズハウス･プロジェクトにおける､ペルソナ作成からコミュニケーション設計

までの全体像について紹介する。一般に、典型的なコミュニケーション設計の開発プロ

セスは「澗企｣｢分析｣｢統合｣｢設計」の4つのステップで進められる(図l-b参照)。前

半では､調査により市場データや顧客の声を収集､分析により具体的な事実を明らかに

する｡後半では､その潤査結果をもとに視覚化できる基準や指針へと統合､最終的に

は具体的なコミュニケーションの施簸を股計する｡このプロセスの中でペルソナは､分析

から統合のステップに当てはまる。

エデイズハウス･プロジェクトにおいても､同様のステップを踏襲した｡実施した調査方

法､分析手法としては､図1.cのとおりである。

図1-ｂ４つのステップ

抽放的に

知る…… ‘‘……………．．……作る

具体的に
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↓

インタラクションデザイン･クライテリァ

図1-ｃ開発プロセス

↓

エモーショナルデザイン･クライテリア

蝋蛎嘘；ず
ような紐験を提供するＩ
かについての方針･ル

ールを般定‘

ウェブサイトにて新商品の告知を行い､ウェプ会員を扉袋‘プレサイト･オーブン

ヤ

定員E１１五 定性剛延

雨客･ウヱブ会員に対してデプス･インタビューを災臓ﾛウェブ会員に対してアンケートを災魔‘

零
幽
感

菖
に
｛

墨
幽
劉

醒
昭
一
飛
騨
『
唖

1．珊丑詫晶臣

|ぺﾙｿﾅ･テザｲﾝ鰹客ﾓデﾙの開発）

エディズハウスに興珠を示した顧客が大事にしている債廼観やライフスタイル、

ハウスメーカーの授照決宗茶腫などについて明らかに。

ペルソナ戦闘，応川洲例１２９１

腸シンプルモグンやナチュラルなテイストを好む

,自然や光に登れた翻る<漁しい蒲らしを望んでいる

．オープンな性搭で､周囲との共有感を蕊しみたい

,自分の悪性鰹大切にしたい

，他人とはち表っと違うものを選びたい

.ゼロから生み出したいとは思わない

,バランス躯､扶一誘提大切にしたい

ペルソナを基点に､ペ

ルソナが蝋める気分・

感愉を提供するための

デザインの方向性､ス

タイルの方針を殴定i，

，ツール｜常案ﾏﾝをできる郷ﾅ介さないということから．Iｼﾝプﾙ･ﾓグﾝ･禰名珪要露』という駐いプﾗﾝド厨溌で政
一したツール頭を充実させ､ｸﾛｽチャネル･ﾏｰｹﾃｨﾝダ芭属閲した.

｡…甑瀞幽…霞禁鯉"…狸;｜
職鞍‘|蝿墜懲,|;蕊;i…|,麹｜

”商品Ｉぺﾙｿﾅから出た要望を考盆し･狭小地にも対応て，きるプﾗﾝ･パﾘｴー ｼ同ﾝの充実や､住宅殴煽のバﾘｴ

コミュニケーション･シナリオの殿計

インテリア鎧詫･デザイン穀露など､デザインに感度の這いJL込み客をクーケットにして告知を風聞.腹た､モ

デルハウス見学会などで､｢商品の突翰｣に早い股照でたどりつかせる照発方滅を爽施．

ﾄ mII亮方法



'２ ペルソナ･プロジェクトにおけるポイント

◎顧客をセグメントに分ければ､特徴が見えてくる

「綱森」にあたるステップとして､まずウェプアンケートを実施。もともとエデイズハウス発

光前に､ユーザーの反応の感触をつかむため予告サイトを立ち上げていたが､そこで

プロフィール登録をしていたｳｪブ会員１０６名を対象とした。

このアンケートでは､デプス･インタビュー対象者を選定するため､回答者の傾向を把

搬し､ユーザーを分類するためのキーとなる設問をあらかじめ用意した｡そして、「現在、

回答者、身が脳入検肘中の住宅商品に対して､好きな順にランキングをつけるとすると

エディズハウスは何位になるか｣を回答してもらった。

波間に対して､「エデイズハウスが1位」と答えた回答者を【Groupl】、「2位か3位」

と答えた回答者を【Group2】としてセグメントに分剖｡それぞれのグループで､エデイズ

ハウスに対する詐価や､住まいに対する関心や行動難蝋などについての回答の傾向を

統み取り､【Groupl】および【Group2】のユーザーの特徴を明らかにした。

そしてそこから、【Groupl】がエデイズハウスを高く評価している成功要因や、

【Group2】にとって成約のハードルとなっている問題点を把握し､デプス･インタビュー

の質IM1を設計していくための手がかりとした。

◎インタビュー対象者を絞り込むテクニック

デプス･インタビュー対象者の選定には､選択式の回答をスコアリングし定飛的な方

法で候補者を絞り込むこともあるが､今回は回答者の性格や趣向を具体的に把搬し

たうえでより適切な選定を行うことを狙い､定性的な評価で候補者を絞り込んだ｡具体

的な手法としては､エデイズハウスに対する評価や､住まいに対する関心について聞く

ようなキーとなる設問について､あえて回答者自身の言葉で長文を稗いてもらう自由回

答に設定。それに対して、「どのくらいの文牽吐でどのような表現をしているか｣｢どれ

だけ鋭いニーズやこだわりを持っているか」を選定維恥とした。股終的には､A弛ﾐ地
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図1Ｕインタビュー対数者の選出

⑳

】ロ

Group３

第4位以下の購入希望老

購入予定なし(41人）

IGrouplI

飼入倹禍の中で｢エデイズハウスが1位j(15名）

･20～30代で既蛾､現在は貨貸マンションに居住している

方が中心

･エディズハウスのデザイン性や空間コンセプトはもちろん、

趣筏家･鈴木ｴドﾜー ド氏を大変気に入っている

→現状で最も購入可能性の高い

会同グループ

1G噸単２】

爾入俊揺の中で｢エデイズハウスは2位か3位｣(50名）

･GJcUplよりやや世代が高く､30代･40代が中心

･エディズハウスは気に入っているが､具体的な住宅性館

や籾便性に岡する情組をもつと欲しいと感じている

→成約件数アップのために

狙うべき会員グループ

域や年齢といったプロフィールに械蝋な偏りがないよう考噸しながら調整し､【Groupl】と

【Group2】から､それぞれ3家族ずつのｲﾝﾀｭー 対象者を退出した。

◎インタビュー対象者の本音をどう引き出すか

デプス･インタビューでは､基本的にオープンド･クエスチョンという質Ⅲ形式をとる｡こ

れは､「～についてどう感じますか｣｢～についての第一印象は」といった､対象者に自

由に回答してもらうオープンな質問のことをいう。選択肢を提示し選択してもらうクローズ

ド･クエスチョンよりも､対象者の中で強く印象に残っていることや感覚的･砿情的な発

言が得やすい｡デプス･インタビューでは､こうしたオープンド･クエスチョンから対象者が

気になっていることを確阻したうえで､時には用意していた質問とは異なる方向に転換し、

ぺﾙｿﾅ戦鴎･応用弔例１２９３



I洋細に聞き込んでいくこともある。

たとえば今川は、「幕らしの中で大切にしたいことは｣｢あなたにとって、

ういうもの」といった哲間を川癒した｡こうした質問をきっかけとして､そ

ビｭー では出てこなかった思いがけない対象背の－１m,ペルソナのキー

要な苑i-iを得ることができた、

あなたにとって、問い物とはど

｜かけとして、それまでのインタ

ペルソナのキーワードとなるⅢ

２９４

[砺例]デプス･インタビュー中のやりとり

Q・媒らしの中で大切にしたいことは､どのようなことですか。

A､あまり無理をしないというか｡ゆとりは持っていたいですよね。

Q,:｢ゆとり」とはどういうイメージですか。

A,:たとえば……あるｲ珊庇は､191分の好きなものを'''''1にＷえるとか‘．.…。

Q‘:お脚い物には､よく行かれるんですか。

八,：今は.'･…生活費で余裕の出た部分は食事に行ったり､Ⅲい物に使うことが多
いですかね。

Q,:おⅢい物に行かれたときは､どのようにして自分のⅨいたいものを探していますか。

A､:何か1つにこだわってというわけじゃないんですよ｡＜フォーナインズ＞って知って

ます？眼鏡､＜フオーナインズ＞っていう眼鏡……。＜フオーナインズ>が欲しくて

というよりも､モノ自体が良くてⅨうとか｡これが191分に合っているなと｡後からそ

う……ブランドがついてくるというか。

Q､:モノ自体を気に入って買われているということですか。

A,:たとえば家でも何でもそうなんですけど､しっかりしているところのものがいい。

たとえば､靴は靴踏だと思うし､眼鏡は眼鏡隈､時計は時計職という､そういう

のはありますね｡だからくルイ･ヅｨﾄﾝ>で時計を出しましたといっても､大丈夫な

のかと逆に思っちゃいますから。

Ｑ:＜ルイ･鱗ﾄﾝ>で鞄は買っても､時計は買わないということですか。

A､唄わないですね｡脚分の気に入ったものを､闘い揃えていくという鵬じですかね偶

それで':|分なりのパﾗﾝｽをとっていくというか｡たとえば､何というのかな､'1州・

はものすごくいいけど､ほかのものとバランスがとれていないというのはあまり。



Ｑ:ｲIﾘか1つ商価なものをⅢいたいために食費を削るとか､そういうことはあまりなきら

ないということですか。

A､:鵬本的な部分は１脚'1はしたくない｡たとえば､｡上地をjN(い求めて家も処てられあ

だけの資金を州りあことはできたとしても､それだけの投礎をすることによって､生

活がMfしくなつちぺ,うんだったら､もう少し安いものを…･･･それでなおかつ自分の

価値観というものを求めてというようなバランスですね。

Q､懲らしの中で大切にしたいことは､どのようなことですか。
Ａ､あまり無刈をしないというか｡ゆとりは捗っていたいですよね。

この対象･苫にYYい物に側する衝間を投げかけたら、真っ先にくうオーナインズ>という

眼鏡のブランドのＩ締が返ってきたＪ本人の発,『を解釈すると、＜フオーナインズ>というブ

ランドよりも製州'１体をﾙ価して興っているということから､炎附↑的には｢ブランドにはこだ

わりがない」という性賛が兄てとれる。しかしその周辺の発言を考慰すると、数ある眼

鏡ブランドの中から茄質の商いくフオーナインズ>というブランドを選ぶことができている自

分の称美眼やセンスを大切にしている微ｆがうかがえるしかも眼鏡だけではなく靴や

時,il．､さらには仇宅に系るまで､ジヘ･ンルを'111わず1.1分の納得できるものを選ぶ|:i(‘;があ

ることがわかった鰯

一方で､「家針をきりつめてまで無理はしたくない」という言葉から､金銭的なバランス

感覚も大切にしたい‘出向が統み取れる．「よいものを､あくまで妥』'ぬ価格ﾗｲﾝの中か

ら吟味し､雌神の進択ができ為という'ﾘ断ﾉJが''1分にはある」と砂えていることがわかる《：

◎生き生きとしたペルソナを開発するために

ペルソナ･プロジェクトの分析のステップでは､インタビューなどから得られた喪素をす

べてカードに11}:き'l'し､斌似性をＩＩＬつけて分斌すあ｡一度の分弧で終わってしまうので

はなく、何度となく視点を変えて分噸し1111:し､ペルソナを形づくる1k典な笈索を抽出して

いく(lxI1-e参照)。それによって､ペルソナの令体像が徐々 に浮かび上がってくる。今何

の』ﾙ合では､分析の結染､【Gr()Upl】と【Gr()111)２１にj卿'１すぁ喫紫が抽川された。

ベルゾナ戦酬・応、醐例１２９５



図1-ｅ要素の分獅

2Ｊ918

ーーｉ

●【Groupl】と【Group2】に共通する住まいづくりの考え方

●シンプルモダンなデザイン性やlIl放的で明るい空lM1コンセプトを優先順位

の上位に鞍えている

●イメージや鰍Ⅲ|気､ぱっと兇た印象を爪祝し､１ランク上の生活に侭れ、

ちょっと州111びをしたい

●でも理想と現実のバランスは上手に保つ。今の生協を大きく変えたり、家

叶をきりつめてまで理想の住まいを手に入れようとは思わない

●デザイン性の商い住まいをムリなく手に入れたいと考える一決取得巷のお

Ｆ本となる存撫でもある

●住まいやインテリアに対すあ叫味､側心が問い

臓過
ﾄロ

[砺例]ペルソナの手がかりとなる要素

●【Groupl】と【Group2】に共通する性格･噌好

●シンプルモダンやナチュラルなテイストを好む

●脚然や光に溢れた明るく楽しい孫らしを望んでいそ

●オープンな性格で､IMI川との共有鵬を楽しみたい

●自分の感性は大切にしたい

。他人とはちょっと述うものを選びたい

●ゼロから生み出したいとは思わない

●バランス眼､統一態を大切にしたい
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[砺例]ペルソナの手がかりとなる要素
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こうして螺き出されたペルソナの柵成要紫をもとに､ペルソナの人格を作り上げていく、

今Ｉｌ１ｌは、「エディズハウスのターケット府としてはどのような顧客モデル像が当てはまる

か」を明らかにす為ために､エデイズハウスのう7．ﾝにな為可能性が商いペルソナを作成

した。
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ペルソナ戟認・応照事侭１２９７
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l砺例]広報ツール……エデイズハウスのペルソナシート

【基本プロフィール】

●家族桐成夫･田崎幽一〈33歳）妻･由佳(31瓶）娘(4職ｊ

●居住地東京都展寺 頂

●今の住忠い買簡マンション

●堕薬夫･営梁瞳、要･専栗主蝿

●繕予算３０００万～４０００万円

●インターネット利用頻度週に２，３回

●爾入経験なし● 士 焔 な し

｢家づくりにはこだわりたいけど、

必製以ｋに家,１１．をきりつめるような

岬11はしたくありませんね」

■
■
■
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■
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東京祁内の賃焚マンションで募らす田l附さんご夫饗は､休日は家旅で外に出かけ､セレクト

ｼｮｯブで洋服や靴などお気に入りのアイテムを探したり､お酒落なカジュアルレストランで食湘を

したりして葱らしを楽しんでい喉す｡現在は賃貸マンションに住んでいますが､そろそろ一戸建ての

家づくりをしてみたいと思ってい讃す。自分の感性を大切にしながら､納得のいく理想の住空間を

手に入れたいと考えているご夫州です。

住脹いづくりのテーマは｜五感1．住宅の外肌､耐し出す罪皿気､バツと見た印放が自分の感

【田蜘さんご夫妻の大きなゴー ﾙ】

ｏ自分たちの感性にぴったりな人やアイテムに囲まれながら毎日を楽しく過ごすこと･

@理想と現実のバランスを麗虞しながら、自分にとって最高の選択をすること。

I具体的なゴー ﾙ】

。「シンプルモダンとナチュラルを難ね鯛えたデザイン｣と｢家族の気随が身近に感じられるM)放

的な空間」を両立した住空間を手に入れること。

●住居、価格､立地を十分に吟味し､納得したうえで､最も理想に近い住環境を手に入れること”

賜麗H８



性と一致するかが住まいを選ぶときの、要なボｲﾝﾄです｡彼らの感性にあうデザインとは｢シンプ

ルでモダン｣なテイストですが､ﾄﾚﾝドも窓随したいのでナチュラル感のある顔らかい騨囲気も欲し

いと思います。ところが､モダンとナチュラルを両立する住宅はなかなか見つかりません｡大手ハウ

スメーカーの住宅は､自分のセンスにあわないうえ､どれも一緒に見え自分らしくない気がして不潤

です。デザイナーズ住宅は､モダンテイストが強すぎるものが多く､なんとなくしっくりこない気がしま

す。

オープンな性格で､周囲との共有感を楽しみたい田崎さんご夫婆は､開放感があり､間仕切り

の少ない空間殴計が理想です。１人でいるよりも､家族や気の合う仲間と過ごすほうが好きだから

です。たとえば､家族が別々 の部屋にいても、「ごはんよ｣｢は～いりなんて会賭が家の中で自由

にできる暮らしは､彼らにとってすばらしいことです｡光をふんだんに採り入れた、自然を潰喫できる

暮らしというのも憧れの1つで､中庭やﾃﾗｽのある住まいであれば最窓ですが､今の収入を考える

と鮒しいような気もしています。

彼らは感覚的な部分を大切にする一方で､理想と現実のパﾗﾝｽを上手に保ちながら今の自分

たちにとって賢い遡択は何かと考えるﾀｲブでもあります｡理想の家を手に入れるために､必要以

上に家計をきりつめたり､今の生活を大きく変化させるのは嫌です｡食費を削ったり､２時間以上

も通勤にかかる地域に住むようなムリはしたくありません。自分らしくない気がするからです｡迩築家

には｢なんだかかっこいいデザインをしてくれそう｣という期待や憧れがあり検肘俊補に入っていま

すが､股叶費が厩い点がやはりネックです。大手ハウスメーカーは対応面やM1造などの面では侭

細がおけますが､やはりデザイン性や住空間のコンセプトを侵先したいと思います。

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄは､主に情報収襲ツールとして利用します。ハウスﾒー ｶー や建築家のウェブサイ

トで商品をざっと確鱒し､バツと見た印魚が気に入ればすぐに資料を鯛求します。もともと住まいや

インテリアには興味があり､自分が興味のあることは納押のいくまで鯛ぺたいほうですから､伯極

的に愉細収襲をします｡住まいの鮮細を検肘するときにはカタログを利用することが多くなりますが、

すぐにでも実物が見たくなりウズウズします。インターネットは面面に奥行き感がないので自分たち

が将来そこで暮らしている姿が想像しづらいのと､基本的に1人で見るものなので共有感を楽しめ

ないような気がして不満を感じています｡あるｳｪブｻｲﾄでは全ページをブﾘﾝﾄｱｳﾄして詳細を検

肘したこともありましたが､画像が小さいのでｲﾗｲﾗさせられることも多くあります．

カタログ鯛求後の売り込み晒鱈はうっとうしくて仕方ないのですが､人との共有感を蕊しみたい

ので､自分の感性とマッチする商品の売り込みは歓迎です。むしろ狼極的に相鮫したいくらいです。

自分の興味のあるものにはこだわる田崎さんは､営鏡マンよりはインテリアデザイナーや技術斑の

専門家に相鮫したいと感じています。コストが下がるのであれば､営錐レスでもかまいません｡価格

が原因でデザインや空間殴計などの理想を妥協するくらいなら､面倒でも自分でやりきる覚悟はあ

ります。すべて理想と現実のバランスを十分に考庫したうえで判断しようと考えています。

ベルゾナ殿路･応用事例１２９９



'３ ペルソナを活用したコミュニケーション開発

◎作成したペルソナを活用してアイデア会膿

ペルソナの完成後は、大和ハウスのプロジェクト･メンバーや外部協力先のディレク

ター、プランナー、デザイナー、コピーライターといった側係者全側でペルソナシートの

内容を共有する｡それをもとに､ペルソナが体験する住宅の耽入プロセスに沿って､ど

のようなコミュニケーションを用意するべきかを議論する"カスタマー･ジャーニー･セッ

ションーを開いた。１回目のセッションでは､雌入プロセスにおけるIⅢ題点をIﾘlらかにし､２

回目のｾｯｼｮﾝではその解決縦のｱｲヂｱを自由に提案していく｡こうして､【Groupl】と

【Group2】のユーザーに対してエデイズハウスを効果的に販売していくためのコミュニ

ケーション･シナリオを完成させた。

◎ベルソナが好むデザインのテイストとは

ユーザーとのコミュニケーション接点を設計するには､そのプロセスと同時に、どのよ

うなテイストやスタイルで伝えるかも亜要なテーマである｡その際に用いられる鵬淋･指

針に、「エモーショナルデザイン･クライテリア」がある｡これは､ペルソナが求めている気

分や感慨と､それを提供するためのテイストやスタイルの方向性を､キーとなる言葉とビ

ジュアルで柵成したイメージ･ボードのことである｡今回は､インタビュー対象者の実際の

住まいに訪問して取材を行う「インホーム･ピジｯﾄ･インタビュー」という手法を採用した

ため､ユーザーの住まいの雰囲気やインテリアの趣向、本人の服装など､前蕊以外に

得られた悩報も考岨して開発した。

◎理想的なコミュニケーション･シナリオの設計

ここでは､ペルソナをベースとしたコミュニケーション上におけるユーザーの行動特性

や問題点と､改稗後の理想的なコミュニケーション･シナリオについて紹介する(図l-f参
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