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HCD2011#4ペルソナ・シナリオ
講義
ペルソナ・シナリオとは？

4つのHCDプロセスおさらい

バイブル（教典・神棚に）

ゴム製ユーザー

誰に対して向けるか

狙いは？

背景

WSの注意点

利点

作り方

コンセプト！！！！！

オフレコ
WSやり方
なぜユーザー調査をするのか？

インタビュー

次の日ルーコで

後日メモから書き起こし

3～4年前アメリカから入ってきた

人間中心設計の手法のうちの一つ
Webに利用するにはあまりうまくいかない
使いどころ

人間中心設計を使わないほうがい場合があ
る

コンピューターは、難しすぎて使えない
（アラン・クーパー）

例えば、「20代の若者」
35歳くらいの人は、自分のことを「若者」
と思っている！？
幅広い人に対してはやらない

ペルソナ法の基本です！
例：キャリーバックの話

例：ポストイット

例：ウォークマン
まとめ

商品の評価は使う人がする
チームでやるときはその像を共有する
ペルソナを作らないと、自分がペルソナに
なってしまう！！！
ペルソナが目指すゴールを作る
日本人は、行間を読む・空気を読む国民性

アメリカ

IA100

鉛筆、ボールペン禁止！！！！！！

誰でもわかる
対象を意識して作品が作れる
異なる分野でコラボレーションがしやすい
ペルソナを基準に評価ができる
まず、インタビューしろ！

6～7人のインタビューをした方がいい

半構造化インタビュー

超曖昧な言葉

半構造化インタビュー
踊れるクマ
普及期
コモディティ期
ビジネスニーズ
技術的シーズ
利用状況の分析
これらをあわせて

ビジネスニーズに沿ったターゲットから2

名インタビュー
家族や友達にインタビューしてみよう！
その人らしい写真
半構造化インタビューシートを使う

例：博物館で恐竜を見る

珍しいね？そんなこと思うんだ～

明らか過ぎることは、構造的な問題を発見
するのが難しい

例：トヨタのアワード

書き起こし

ポイント

マトリックス

評価グリッド法

次回までの課題
大きく見る話と、深く掘っていく話

WSの注意点

ラダーリングのポイント

ラダーリング（評価グリッド法）

!ラダーリングは、答えからみると「なん
と簡単なことか」と思う
疑問点

プレゼン・WSについて

ペルソナ作成について

次回のセミナーについて

マーケティングの方法
実は10年くらい前からやっている
和訳に時間がかかる
これはすごく大事
手間がかかるから
シナリオを作れば、ユーザー評価のタスク
ができあがる！
プロトタイピングの被験者を選ぶときにや
りやすい！
うまくいかない！！！
【疑問】それってどんな場合だろう？

ここにペルソナと言う言葉が出てくる
浅野先生もしっかり読んだことがない

ターゲート：全部　とかありえないか
ら！！！！
100％じゃなくて、10％（50％だったり
5％だったり）

名古屋の人あまりもってない？東京はみん
なもってる
スチュワーデス！のステータスだった・・

アメリカの有名な化学薬品メーカー 3M

教会の本、栞が落ちてしまう

聖歌隊をやっている一人の人の為に作った
ものがすごい売れている

多くの人には難しい。誰か一部の人にえが
けたほうがやりやすい？

コレダメ！！！！

ゴールダイレクテッドデザイン
暗黙の了解はダメ

ローコンテキスト社会
はっきり示さないと伝わらない

コンセント長谷川さん
やっていることを知らせる
例：銀行員

Skypeとかどうなの？あまりよくないかも
ね～

「声の大きい人」対策。
誰に？？？？？
制作会社って、企業からデータをもらいに
くい
制作会社はデータがもらえないので、メー
カーに入る（京都でセミナー受けた人）
2時間程度の比構造化インタービューをする

重要なことを抽出してポストイットに書く
データをグループ化し
全員同じ質問する

ただし！注意点！！！

ラポール（信頼関係）ができると、どんど
んいいことが聞ける
例：

実は簡単
このペルソナを幸せにすること

45分 " 2名
普通のクマはどこにでもいる
使えるようにする
つまり差別化

ユーザー経験デザインをしなければ！！！

確かにこれいいね！
証明写真みたいなのはダメ
まずしなければならないこと

ペルソナをつくるってことは、個人情報が
すごく含まれる内容を聞くということ
ゴールは？
子どもに喜んで欲しいから
お父さんの威厳を保つために！
これ、超重
要！！！！！！！！！！！！！！！！！！
！！！！
ひとは、まず大きな部分を見る
しかし、なれてくると細部を見るようにな
る。
例：初めて名古屋に来たとき
車乗らない人20にんにインタビューしても
仕方がない
超車好き、お金をつぎ込んでいる人にイン
タビューしなきゃだめ
これを、エクストリームユーザーと呼ぶ
インタビューの全書き起こしはやらない
必要な部分を抽出して、「物語」を作る
これをすると、外部の人が見てもわかる！
被験者の言葉を使う
生っぽさを大事にする
横並びにすること？
横並びにできるようにそろえる

ラダーリングのこと！！！！！
3段階

例：ダメな本質的欲求

例：クライアントの本質的欲求

ペルソナシートをPCで作成してくる
三角の表　左が大きく　右が深く
深く→車のマニアにインタビュー

大きく→車を乗らない人までインタビュー

ポストイットに書くときは、それだけで
「情景」がうかぶように書く！！
WSは質を問わない！終わらせることが重
要！
「ユーザーの本質的価値」は月並みなもの
はダメ

インタビューが悪いとそうなってしまう

「ユーザーの本質的価値」ひとつから、ひ
とつのアクティビティーシナリオを作成す
ることができる（それがひとつのシーンに
なる）
正解（お手本）

ぼくら作成のもの

反省点

被験者が心を開いてくれないときは？

ペルソナを、サイトに合わせて軌道修正し
ていくのはありなのか？

プレゼンは読めばわかることをしゃべって
も何の意味もないよ！！！
プレゼンの成功自体には意味はなさそう。

マトリックス（セグメント）ごとに数名イ
ンタビューしてペルソナを作成すると面白
い
まずシナリオを書く

それをマネした会社があった
世界中に超売れた！

+ のり作りに失敗した人がいる。その組
み合わせ
【疑問】自分のために作ってもいいのだ
ろうか？

頭の中のことを外にだす「外化」が非常
に大事！！！！！！

毎日、「愛してる」「ゴハンおいしい
ね」とか
ペルソナ人形の話

電話をわざと大きな声で話す
まわりに伝わるように

あるある！！！！！

最近どうすか？ってやつ
今回は半構造化インタビューでやる

返ってきた返事によってつっこむかどう
か決める
例：面接

最初の質問を間違えるとアウト！！！
例：携帯ユーザーにとって、「次にどん
な携帯が欲しいですか？？？」

直接的なことは聞かない

保育士（ベテラン）にインタビューした
ラポールが突然くる瞬間ってのがあ
る！！！！
例：居酒屋で仲よくなる瞬間

へえ～

今はコレが大事！

サイトストラクチャ
ナビゲーション
ラベル
これらをあわせて

仲よくなれるし、お互い理解できるしね

このインタービューをする理由
プライバシーポリシーの明示
写真、ビデオ撮影の許可
いやだったらヤメテもいいですよ

こっちが大事！！！！！

例：住所
名古屋市##区
いやあ、地方なんです～

勉強不足でした・・・
ユーザーの事象
ユーザーの行為目標
ユーザーの本質的要求価値
しあわせになりたい☆
楽がしたい～(´ー｀)

インパクトのあるサイト作って
よ！！！！！インパクト！！！！
写真を撮って貼っておく

なぜ車に魅力を感じるのか？なぜお金を
つぎ込む価値を感じるのか？
構造を理解する
社会における車のポジション

単語で書かない！！！！！！！！！！！

例えば・・・
世界が平和でありますように
たのしく、幸せに暮らしたい
なぜ"5！！！
ラダーリングで失敗すると、インタ
ビューの大切さがわかる
インタビューは超むずかしい！！何千回
もやっている浅野先生でもそうなのだか
ら
大事なのは「洞察」。ユーザーは本当の
ことは言わないよ！！！！

ユーザーの本質的価値（総合的判断）

ユーザーの行為目標（感覚的理解）

ユーザーの事象（要素的判断）
ユーザーの本質的価値（総合的判断）

ユーザーの行為目標（感覚的理解）

ユーザーの事象（要素的判断）
もしかしたら、インタビュー項目間違え
た？
本質的価値にはなり得るが、アスナル金
山とどう結びつくのか？
ちなみに・・・インタビュー項目

とは言え、半構造化インタビューなの
で、最初の質問はそれほど意味がないの
か？
インタビューを深くしていくときに、
「今はアスナル金山」のペルソナを作っ
ていると意識して、質問を変えていった
ほうがいいのか？
うーん。やっぱいいのかな・・・・

平野さんでもある。
ちょっとずつこじあけていくしかない
「基本情報」のような、いわゆる「設
定」と呼べるものは、サイトにあわせて
変えていってもよさそう
しかし、被験者のインタビューから得ら
れた「言葉=事実」は勝手な解釈をして曲
げてはいけなさそう
なぜそうなったか？という要点を話そ
う！
そこで何を経験して、その後の自分にど
う活かせるかがポイント
例え、WS＝プレゼンの答えが正解だった
としても、その後使えなければ何の意味
もない
例：20代前半の男性　とか

「本質」の部分が抽象的だとシナリオが
書けない

質問だけ決めていて、ランダムに
出す
最初の質問は同じ。返ってきた質
問によって返る

ええと、全面マルチタッチの、ボ
タンがないの・・・・（iPhone）
そんなことは絶対に言わない！！
例：このサイトの悪いところはど
こですか？
これも重要！！！！

2時間とかやるとおもしろい！

画面設計

これは正解！

自分の時間を有効に使いたい
質の高いサービスを利用したい
自分で解決したい
洗濯に時間をとられたくない
洗濯の面倒なことはしたくない
信頼できる洗濯のプロに任せたい
自分でできない洗濯をなんとかし
たい
身だしなみを整えたい
清潔でいたい
クリーニングより安心できる洗濯
をしたい
大事な服は自分で洗濯したい

小さい画面の携帯じゃなくて、大
きい画面のPCで調べたい
友人とのつながりを大切にしたい
自分の好きなことにお金を使いた
い
自分の世界に浸っていたい
自分の個性を認めてもらいたい
携帯電話では調べにくい
ネットで情報を集めたい
信用できる友人からの情報を知り
たい
飲食にはあまりお金をかけない
たくさんの友人とわいわい楽しみ
たい
昔からの友達を合う時間が欲しい
気兼ねすることなく一人で買い物
がしたい
通学の途中で、買い物や食事がし
たい
自分の好きな絵が描きたい
自分の作品をみんなに知ってもら
いたい
大好きなアリスの世界に触れてい
たい

休日に友人と出かけるときは？
どんなときに充実感を感じます
か？
買い物はどこに行きますか？
ショッピングモールに行くとどう
すごしますか？


