
ｑ里四聖虫垂

よせストー’一ナ、力､？



ICHAPTER1

２

私臓撫裟古色散卿屋M測麓噸規
は既にストーリーを使うスキルがあります。本書では、そのスキルをユーザエク

スペリエンス（ＵＸ）デザインの分野で活用する方法を紹介します。

ＵＸデザインにおいて、ストーリーは皆さんの仕事を地に足の着いた現実世界

のコンテクストに澗地させてくれます。ストーリーを活用すれば、新型砧．新

サービスのデザインコンセプトやアイデアのひらめきを第三背に具体的に理解し

てもらうことができます○しかし最も販要なのは、ストーリーによってデザイン

の中心に常にユーザーがいることを意趣するようになることです。プロジェクト

がどんなかたちで始まろうと、デザインしたものは最終的に推かに使われます。

ユーザーがプロジェクトチームの一員として参加できなくても、ストーリーが

ユーザーに関する知見をデザインプロセスに結びつけてくれます。

ストーリーは、どんなＵＸデザインのプロセスにも活用できます。

・ストーリーは、ユーザー、タスク、目的に関する怖報の収集と共有に役

立ちます。

・ストーリーは、分析データに人間味を与えてくれます。

・ストーリーは、新しいデザインコンセプトのひらめきを生み、コラポ

レーションやイノベーションを促進します。

・ストーリーは、アイデアを共有し、共通体験や目的意餓を生み出します。

、ストーリーは、自分以外の人に関するインサイトをもたらし、彼らの世

界剛を理解することができます。

・ストーリーは、私たちのアウトプットの価値を他の人たちに納得させま

す。

ここでは、ストーリーがＵＸデザインで活用された耶例を紹介します。

⑳
ストーリーはユーザエクスペリエンスの理解を助けます

オープン大学*'はイギリス最大の大学で、履修プログラムは違隔学習

向けに提供されています。ウェブサイトは大学と学生を結びつける璽要

な役割を果たしており、入学希望者にとっても大学を知るための手がか

りになっています。

私たちは現在、学校案内カタログのオンライン化プロジェクトを進め

ています。もともとは典型的なカタログやデータベースとして公開され

ており、学部の一覧をたどっていくことによって、専攻を探せるように

なっています。これはほとんどの学生が、特定のコースに関する摘報を
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探しているはずだ、という前提のもとに股計されています。

しかし、この前提は間違っていました。学生たちは、本当は自分の夢

の実現に興味があったのです。たとえばある人は，今の仕事に飽きてし

まい、新しいことにチャレンジして自分を変えたいと思っていました。

またある人は、パーティープランナーを志望し、婚約者が跨りに思える

ようなキャリアを柵築するためパートタイムではなく正社員になりたい

と願っていました。彼らへのインタビューは、鯛師の期待以上にオープ

ン大学が役立っていたことを私たちに教えてくれました。また、勉学に

熱中することができた理由や、短期鯛座で自分の科学の適性に気づくこ

とができたことなども語ってくれました。「心理学で学位を取得する」と

いった単純明快な目桐を持ってる人もいましたが、ほとんどの人は専攻

の内容だけでなく、勉強する明所まで選択しようとしていました。

あるユーザビリティテストに参加したプリティというパキスタン人の

女性は、家族を養うために教育を受けることができなかったので、若い

頃に叶わなかった大学の学位取得を目指しています。最初のコースでま

ず英略の説解スキルを身につけ、それを通じて学習する習慣を身につけ

たいと考えていました。

プリティは友人と一緒に学校案内の各ウェブページを念入りに暁んで

いました。彼女たちはコースを選択するために、なぜそのリンクをク

リックしたのか話してくれました。最終的に彼女は、習得の難しい、レ

ベルの高い語学コースを選択してしまいました。このコースは彼女に

とって全く眠った選択です。コースの内容やレベルが適切かどうかを判

断する手がかりに気づかなかったようでした。「英昭と学習」というコー

ス名以外に適切なネーミングはなかったのでしょうか？

オープン大学はプリティのような学生に向けたプログラムを開設して

いました。それらのコースは「エッセイの雷き方再入門」といったよう

に、大学の学習レベルとしては易しめで、彼女たちに適した内容でした。

つまり、プリティは選択を誤っただけではなく、適切な遡択肢を見つけ

られなかったのです。

これは単にユーザビリティの問題として解決することが難しいケース

でした。ウェブサイトが彼女たちの理解できる言葉で脱明していなかっ

たということなのです。

私たちが染めたこれらのストーリーは、コース選択に入る前に科目内

容の理解を深められることが必要だと、プロジェクトチームに確僧させ

ました。私たちは、オープン大学で学べる科目をストーリーとして提供

することが必要ではと議跨を始めました。

３
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さらに重要なことは、学生らの学習計画の支援方法を見つけることで

した。このウェブサイトで、履修プログラムを計画するためのガイダン

スは適切なものでしたが、さらに次のような個人的なストーリーをサイ

トに掲蝋してみたところ、最もよい結果を得ることができました。

デイヒット・ベッケンハムはオープン大学で優秀な成績で法律の学士

号を取得しました。彼は以下の方法で、時間を管理していました。

「その６年間は、１週間に約１６時間以上も猛勉強していたんですよ。

テレビもほとんど観ることができなかったんですが、結果的にはとても

価値があったと思っています。リラックスして家族と過ごす時間も大切

ですし、日曜日は休みをとりました。でも平日の午後と土曜日は、勉強

する時間を確保してスケジュールをキープしてきました。時には午前１

時まで勉強することもあったのですが、とにかく最後までやりきること

ができました」

このストーリーはとても効果的でした。こういったストーリーや講師からの

メッセージビデオは、無味乾燥な愉報を人の言葉に置き換え、学生たちとのつな

がりを4ﾐむことに役１kちました。

ストーリーとは何なのでしょうか？
ストーリーとストーリーテリングはとても大きなコンセプトです。そこでまず

最初に、ＵＸデザインにとって役に立つストーリーとはどのようなものかを定錠

することにしましょう。

本普では、ユーザエクスペリエンスの概々な側面を災現．低運するためのス

トーリーに注IＩしていきます。シナリオやユーザストーリー、ペルソナのための

ストーリー、ストーリーボード、ユースケースといった、ＵＸデザインに用いら

れる様々なストーリーの形式を含んでいます。

ストーリーの仏運方法には以ドのようなものがあります。

．又00}化できる、あるいは誰かに話すことができるストーリー。

、絵や動画、あるいは高業を皿じて伝えることができるストーリー。

・ライブで伝えるストーリーや、オーディオ・ビデオを通じて語るストー

リー･

ストーリーには始まりと111|川、紬水があります（必ずしもこの順瀞とは限りま

せんが、たいていがこの順播で１M成されています)。あるいはシンプルに、時ＩＮＩ

と場所を示します。小説や恋愛物語、独''1や夢物謡といったような話もおもしろ

いのですが、このようなストーリーは水神で取り扱わないことにします。
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ＵＸデザインには様々な種類のストーリーがあります
ストーリーは自然かつ柔軟性のあるコミュニケーション方法です．ストーリー

の特長として、聞く人に内容を覚えてもらい、説得し、そして楽しませる効果が

あります。これはＵＸデザインにも何棟の効果を発揮します。

ＵＸデザインにはいろいろな分野があり、それぞれに独口の視点があります。

ストーリーは仕ﾘｆに関わる様々 な人々 のilWにある鮒間をjll1め、禍渡しの役削をし

ます。ストーリーは具体的な火例を提供し、すぺての人に共通のボキャブラリを

与えてくれます。

・ストーリーはコンテクストや状況を説明することができます。

．ストーリーは問題を税明することができます。

・ストーリーはデザインディスカッションのきっかけ作りになります。

・ストーリーはデザインコンセプトを探索することができます。

・ストーリーは新しいデザインによる影響を説明することができます。

コンテクストや状況を表現するストーリー

今LIの１１t界を説明するストーリーは、私たちが世界をより深く理解するのに役

立ちます。川米覗の流れを脱明してくれるだけではなく、その背後にある理由や

動機をインサイトとして提供してくれます。

ペルソナ･gが登場するストーリーは、ペルソナの活勤や経験を説明するもの
です。次のストーリーは、がんに閲する愉報を扱うウェプサイトのペルソナから

生まれました。検索スキルの高い人がどのようにがん肌者のための佃報を見つけ

るのかを挽明し、多くの人にとって難解で人手が難しい愉報をどのように取り扱

うのか、またその理由を明らかにしています。

９
ペルソナのストーリー“指定サーチヤー卿のバーバラ

バーバラは物事を鯛くるのが好きです。彼女の職業はライターです。

技術雑昧の椙典者なので、肥事にするための新しいトピックを常に探し

ています。ウェブに加えて、通信社のニュースソースや法律・医療デー

タベース、オンライン出版のアーカイブへのアクセス権を持っています。

最近、友人が大腸がんと診断されました。彼女は睡新かつ最適ながん

治療ができる病院を見つけ出してあげました。臨床賦験の段階にある新

しい治療法も探し、メキシコやスイスで提供され始めたばかりの代替治

療についても調べました。メジャーな医療サイトには載っていなかった、

侭頼のおける雑誌の記事を見つけることができて喜んでいました。

５
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問題を脱明するストーリー
ストーリーは、新製IWIや新サービスの側発、またはデザインの変更にともなっ

て生まれる問題について、修正部分を具体的に示すためにも使えます。また、開

発チームがユーザー視点を得られるため、彼ら自身が問題を発見する手助けをし

てくれます。

窟
ユーザーの苦痛を説明するストーリー

シスター・サラはため息をつきました。彼女とシスター・クレアは、

教会の少年グループを率いてフィリーズ*3の野球観戦に行きました。彼

女たちは駐車場からケートをくぐり抜けて自分たちの席まで、群衆の中

で雄一人見失わすに子供たちを醗導しました。その後で飲み物を買いに

行こうとしたのですが、車の中に現金を忘れてきたことに気づきました。

彼女はスタジアムの入り口で立ち止まり、どこに駐車したのか思い出

そうとしました。いつもなら簡単に自分たちのバスを見つけることがで

きるのですが、今日に限って地域内のあらゆる教会グループが観に来て

おり、似た車が何十台も停まっていました。

彼女は目を閉じて、車の位固を思い出そうとしました。右に曲がった

かな、それとも左？…左だったと思い、ある列に沿って歩きました。し

かし残念ながらそこにはありませんでした。

３０分もあちこち歩き続けた後、彼女は席に戻ってシスター・クレアに

バスを駐車した場所がわからなくなったことを伝えようと思いました。

もしかすると子供たちが覚えているかもしれない、もしそうなら雄か一

人を迎れてもう一度探しにくればよい、そう考えていました。しかし携

帯晒脂を自分の観客席に画いてきてしまったので、晒諾をかけることす

らできませんでした。彼女はため息をつきました。

このストーリーは今起こっている問題を脱明しています。ここでいう問題と

は、広大な駐巾珊でパスを見失ってしまったことと、その問題を解決してくれる

人がいないことです。皆さんは、このストーリーをきっかけにシスター・サラの

問題を解決する革新的な方法を思いつきましたか？解決策はたくさんあると思

います。そしておそらく、いくつかの解決策を思いつくことでしょう。それがこ

のストーリーのポイントなのです。問題を脱明し、新しいアイデアをブレインス

トーミングするためのきっかけになるのです。
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デザインディスカッションを開始するためのストーリ－

新しいアイデアを体系的に考えつき、それをよいかたちでまとめられたなら、

あるいは新製品・新サービスへの扉をIHIくことができたなら、ストーリーは途中

で終わらせても柵いません。デザインのブレインストーミングのためのストー

リーには、意味を理解するために十分なディテール（詳細）が必要な-．方で、想

倣力を働かせるための余地も残しておかなければなりません。ここでのストー

リーの'二I的は、デザインこの問題を曙えるきっかけを与え、協業のための此通の

作業領域を連想させ、ディスカッションのきっかけを与えることです。

９
ディスカッションを始めるためのストーリー

ジョアンはオフィスマネージャーであるキャシーの休暇中の代理とし

て、給与明細の肥入作業を行っていました。キャシーはジョアンにその

週に特別なボーナスの支払いがあれは教えて欲しいとメッセージを残し

ていました。

ジョアンはしばらく給与計算プログラムを使用していませんでしたが、

その特別な支払いが難しいことは知っていました。コンピュータの桐の

壁に貼られたポストイットの脱明鰯きを確腿して、ボーナスの支払いに

ついてを見つけることができたので、ほっとしました。

注意事項を追いながら彼女は画面を確認しました。最初に彼女が伝票

を印刷しようとした時には失敗してしまい、すべてのトランザクション

(複数の処理をひとつの処理単位としてまとめたもの）を逆に並べ替えな

けれはいけませんでした。彼女はその後もいくつか手間取ったものの、

最終的にはボストイットにあった指示どおりのメッセージを画面に出す

ことができました。

最後に彼女は伝票を印刷できるようにして、さらにすべてを確認して

もらうために、キャシーの机にメモを残しました。

どのようにすれば特別な支払いと簿妃の作堆を簡甲にすることができるので

しょうか？皆さんこのストーリーから解決策を思いつきましたか？皆さんに

も似たような状況が発生していませんか？

デザインコンセプトを模索するためのストーリー

ストーリーは新しいアイデアやコンセプト、そしてそれがユーザエクスベリエ

ンスに与える影響の説明にも役立ちます。すべてが詳細化される前の段階でも、

ストーリーを演じてみることで新しいデザインを形作ることができます。

７
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ストーリーを作成する方法のひとつに、ビデオを使うことがあります。コミッ

クやストーリーボード、司業による税Iﾘlよりもやや難しい方法ですが、炎現〃磯

かなストーリーを作ることができます。ニールセンノーマングループ事･'のメン

バーであるブルース・トグナツィーニは未米のコンピューティングを可視化す

る、SunMicrosystcmsのプロジェクトを率いていました。彼らの成果は、

ｒｓいrfire』.５というコンセプトにまとめられました。これはナレッジワーカーの

１２年後のある－－日を想仙した映側です。rSla】･nre』は１９９２年に作成され、

2004年を想定していました。映画『マイノリティ・レポート』･6やMic1rosoll
Surface,７のようなイノベーションが誕生する前に、ジェスチャーで制御でき

る襖数のディスプレイを活川したワークスペースを紹介していました。

問題解決方法の説Iﾘlに時間を費やす代わりに、このストーリーでは、全く新し

いインタラクションの方法を模索します。ストーリー中のイベントはとてもシン

プルで、ある女性デザイナーが仕事をする徹子を見せていました。「これらすべ

ての技術が今でも使えるとしたら？」というテーマで、まるでそれが実在するか

のようにストーリーを伝えました。『Stflrfirc』のLI標は、新製仙・新サービス

をデザインするためのディテールを税Iﾘlするのではなく、断しい考え方を思い起

こさせることでした。

次のストーリーも未知の領域を模索します、この例は、ありふれたショッピン

グやリアリティＴＶのフォーマットをひっくり返すような、インタラクテイプエ

ンターテイメントシステムです。

９
本当にインタラクティブなテレビ

ボブとキャロル、そして１７槻の息子ロバート」『.は古いケーブルテレ

ビを新しいＡＥｍｅＩＰＴＶシステムに硬き換えました。これまで持っていた

古いシステムで利用していたすべてのメディアへアクセスできるだけで

なく、特別なインタラクティブコンテンツを含むチャンネルも見ること

ができるようになりました。

キャロルはメロドラマを観るのが大好きです。インタラクティブなリ

モコンによって、彼女のお気に入りの番組『AIIMyRestle5s』がショッピ

ングカタログになります。もし主演女優のピアスが気に入ったなら、そ

の場ですぐに注文することもできます。そして何より最高なのは、コ

マーシャルがないことです。

ボブも同様にこのテレビに夢中になっています。ドラマ番組の中で、

彼は画面に表示されるインターフェースとリモコンを使用して、そのド

ラマの自動車プレゼントに応募する車を選べます。一等賞は1970コル
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ベットコンパーチブル*8です。

口パートｊ『・は主演女優との食事が当たるプレゼントに応募しました。

主演女優自身とのディナーではなく、彼女が演じる役との食廟です。

しかし、キャロルはもっととんでもないことをしました。オンデマン

ド番組でもインタラクティブなコンテンツが利用可能なため、夜遅<に

最新のエピソードを注文して、ベビーシッタープレゼントに応募してし

まったのです。一等衡は主演俳優による一晩の無料ベビーシッターで

す。さて、キャロルには赤ちゃんがいたでしょうか？

いいえ。もし彼女が勝てばどうなるでしょう。俳優の時間を独り占め

するために、何かうまい方法を考えなければなりません。

新しいデザインの影響を表現するストーリー

規定的なストーリーは世界をより詳細に記述します。わかりやすいストーリー

と類似していますが、まだ存在していないユーザエクスペリエンスについて記述

しているという点が兄なります。

ソフトウェアの仕級には、ユースケースやユーザエクスペリエンスをI悦明する

他の物納的な方法と併せて、シナリオ形式による規定的なストーリーが介まれて

います。これらのストーリーは、要求仕様吉のように脱明に用いられる場合には

特に詳細に作られます。

召
規定的なストーリー

３２歳のジョンは中小企業で働いています。彼は最近、自分でコンサル

ティング会社を始めようと思い立ち、現在はその会社のただ一人のオー

ナー経営者として働いています。

ジョンは服用主の年金制度からお金を得て、YourMutual5で投資信託

の口座を閲股したいと考えていました。毎年の年金を税に影密されるこ

となく追加できるからです。

彼はまずYourMutual5のウェブサイトでユーザー名とパスワードを入

力します。アカウントを開設するためのリンクを見つけて、アカウント

開設のための個報を入力しました。入力が終わると、ホームページ上に

新しいアカウントがIRA、９アカウントと一緒に表示されていることを確
腿しました。

彼はその年金制度の案内状を受け取りました。そこには新しいアカウ

ントに対してお金を転送できるオプションが紹介されていました。アカ

ウントをクリックすると「別のアカウントへのファンド転送」と書かれ

９
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たオプションを見つけました。プラン名と銀行名、そして古いメンバー

アカウントの番号を入力します。入力が終わり転送が硫腿されるとすぐ

に｢利用が可能です」というメッセージが裟示されました。彼はメッセー

ジを印刷してログアウトします。

翌日、彼は転送を知らせる年金制度の案内と、佃報が間違っていた場

合の問合せ砲膳番号が明記されたメールを受信しました。YourMutuaIs

にアクセスすると、新しいアカウントに適切な金額が入金されているこ

とを確認しました。

ようやく、彼はどの投寅信託に投資するか考えることができます。

このストーリーでは、ジョンが利川できるプロセスの手順や機能について記述

することができました。これはプログラミングされている仕棟ではなく、あるイ

ンタラクションの物語的な肥述です。

仕事が増える？そんなことはありません！
おそらくあなたは「自分のプロセスに辿加するものは何もありません、今のま

まで十分です』と考えているかもしれません。

ご安心ください。もしあなたが優れたユーザエクスペリエンスのプロセスで仕

事を進めているなら、おそらく必要な情報を既にストーリーから染めて仕事に活

川しているでしょう。水撫では、これをさらに効率的に、かつ意識的に行うこと

を手助けします。

もし仕ﾘＩのプロセスにユーザーとの接点がほとんどないのであれば、本神を

きっかけにユーザーとの接点を噸やすといいでしょう。そうすることであなたの

仕事は向上し、ユーザーにとって有用で実際に使いやすいものを作っているとい

自侭が得られます。

いずれにせよ、デザインのｲ|:叩を進めるl:で、ストーリーを収梨しそれを伝え

ることは、仕伽をより暇かでAli新的にしてくれるでしょう。

米国の国鴬公共ラジオ冊組rThisAmcricanLife』*１０は日術の粍験をストー
リーとして訴えかけています。需組では毎回テーマを決めて、それを様々な観点

から捉えており、どのストーリーも実話に雌づいています。プロデューサーのイ

ラ・グラスはジャーナリズムとストーリーテリングをブレンドして、脱ｉＷＪのあ

る、視聴打の心をつかんで離さないポートレイトを生み出しているのです。

"あなたが話を聞いて経験を理解できるまで、私が何について話している
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のかわからないでしょう。そこには、股終的にあなたが頭の巾でその人の

ことを思い浮かべることができるストーリーがないといけません。そのと

きまで、あなたは何も知らないし、誤った方法で与えられた悩報に対処し

なければならないのです｡'’

一イラ・グラス、rThisAmericaIILiib』の談話より

1章の訳注

＊ｌオープン大学：英伺に本部を置く公立の大学。通仙教育で授業を受けることができ、日本

を含む世界７５力同で授業を受けて卒業資格を柵ることができる。

＊２ペルソナ：ユーザエクスペリエンスをデザインするときに、代炎的な剛客やユーザーの行

動や価仙観を即解・共ｲｆするために投定する人物微．

＊３フィリーズ：米II1ペンシルベニア州フィラデルフィアに本拠地を間〈プロ野球チーム。

＊４ニールセンノーマングループ:ユーザピリティのグル(大家）であるヤコプ･ニールセンと、

インタフェース・デザインのグルであるドナルド・ノーマンが設虹したコンサルティング企

繋．Apple社でHumanlIu1erimccGroupを股立したブルース・トグナツィーニも所属。

＊５Starnre：１９９２年にSlInMicmsystemsで荷われた米米のコンピューティング環境のビ

ジョンを描くプロジェクト｡Ｙ⑪uIubeで動両を似ることができる。

＊６マイノリティ・リポート：ZOO２年に公開されたアメリカのＳＦ映凹．フイリップ．Ｋ・

ディックのＳＦ小説『少敗鞭告ｊをスティープン・スピルパーグが監侭して映両化。主演のト

ム・クルーズが未来的なジェスチャ・インタフェースを操作するシーンが随所に登場する。

＊７ＭｉＣｍ”曲Sur胸ｃｃ：Ｉ:部に３０インチのタッチスクリーンを鵬えたMicmson社のテー

プルノ別パーソナルコンピュータ。スクリーン上の物体を腿城することもで蝉ろ．

＊８コルペットコンパーチブル：コルベットは、ＣＭ社がシポレープランドで販把していたア

メリカンスポーツカー。その３代目Ｃ３型のラインアップでコンパーチブル（オープンカー）

が発光された。

＊９ＩＲＡ：IndividualRulirUmCntAnnuityの略称、偶人退職年金．

＊ｌ０ＴｈｉｓＡｍｅｒｉａｌｎＬｉ恥：'1,hisAmcI･icanl‘i他（TAL）はWBEＺ（米国シカゴ州イリノイ

にある非岱利のラジオ放送Aj）で放送されているラジオ研紺。ホストを務めるのがイラ・グラ

ス。

1章の関連文献
ユーザエクスペリエンスやハイパーメディアにおいて、ストーリーがどのよう

に取り入れられているのかについて詳しく知りたい方には以下の２冊をお勧め

します。

１１
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,｢)術:JanetＨ‘Ｍ１１１．１．;1〉｡,ＴｈｃドuIur(､（}|･ＮａI．【･ativ〔､iｎ（､vl)erspacc,Til《､Ｍ１'1,1》１℃ss，

１９９８．

ハイバーメデイアやその他の雌析伐術がつくる、ストーリーの折しい形式について1'ｆ

かれています。

,｢}術:Ｂｌ･endaLfllIr(､I，CompllterslsThcaIre，Ａ(I(IiS()n．WCsIeyPI･（)I,“Si｡､a１，

１９９３．

形而上．､挨的なストーリーテリングに側する｣K獲な．'Ⅲで、Ｌ１Ｘデザインのj,哨水とも‘.『

え ｋす

1章のまとめ

ストーリーはＵＸデザインの砿〃なツールです｡ストーリーはユーザー

やその経験についての理解を深め、学んだことを伝える方法として、また、

よりよい製品・サービスを作る手段として活用できます。研究者であれ、デ

ザイナーであれ、アナリストであれ、マネージャーであれ、現場で利川でき

るアイデアや技術を探すことがでざます。

ストーリーはＵＸデザインにおいて柵広い川途を持っており、祥さんの

独ｎのプロセスに統合することができます。

・ストーリーはペルソナの●部としてコンテクストや状況を鋭'ﾘＩして

くれます煙

・ストーリーは問題を脱Iﾘ'し、なぜ新しいエクスペリエンスがJMI典な

のかを明確にしてくれます。

、ストーリーはデザインディスカッションや新しいデザインコンセプ

トの探弗、新しいデザインコンセプトの,測りJの出発点となります，
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隅

スキテ緬蕩蓮駕冒噸ご洲藤堂慨
ンをある珊所から別の場所へ伝送されるメッセージの一柵と捉えていました。こ

の観点から見ると、ストーリーは図２．１に示されるような物品の交換、あるい

は電線上の伯号のようにある一人から別の人々に伝送されるものとして捉えられ

ます。

これは非術に１１１純なことのように魁えます。ストーリーを沓いて、紬す。ス

トーリーをilIくときに多少はオーディエンスを意識するかもしれませんが、ス

トーリーを話すことは、－･方的に広めることだと捉えています。話下手な人の多

くは、このように考えているようです。

しかし、ストーリーを伝えることはそれほど順純ではありません。よいストー

リーテリングは対話的です。丁寧に作られ、よく練られたストーリーは、プロー

ドキャストというよりは会艦に近いものです。演劇の俳優や監督は、台本やス

テージアクションは演目ごとに同じでも、舞台ごとに観客が違うことについて話

し合います。

ストーリーにも同じことがいえます。ストーリーにおいてオーディエンスとス

トーリーテラーは不可分であり、オーディエンスが一人であろうと何百人であろ

うと、彼らの想像力によってストーリーは現実味を帯びるのです。

プレゼンテーションとして、あるいはディスカッションの一部としてストー

リーを人に柵す場合は特にそうです。オーディエンスが沈黙している場合でも、

ストーリーはストーリーテラーとオーデイエンスとの対紙の-.部となります。

００

露 0１

ストーリーテラー

オーディエンス

図２．１－部の人々は、ストーリーをブロードキャスト、つまり、ストーリーテラーか

らオーディエンスへの一方向のコミュニケーションとして考えています。
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ストーリーテラー、ストーリー、そしてオーディエンスの３稀の関係はストー

リー・トライアングルとよばれ、これら３つの要紫は棚ﾉiに依存してます（図

2.2)。このトライアングルがどのように機能するのかについては、図２．３で脱

明します。

ストーリーテラーとオーデイエンスとの間のダイナミックなやり取りがないこ

とを除けば、文普のストーリーでも似たようなことが起こります。オーディエン

スはやはり自分rl身の訂業で理解しようとして、自分のストーリーを形作りま

す。彼らは没頭するか､興味を全く感じないか、ストーリーを令面的に信じるか、

いずれかの反応をします。しかし、彼らはストーリー全体から受ける体験から切

り離されることもありません。

これは、単によいストーリーだけでは不|･分だということを意味しています。

オーデイエンスにとってよいストーリーでなければいけませんし、それを伝える

目的やコンテクストに合わせてストーリーを作成する必要があります。楽しませ

るために話すストーリーとビジネスで話すストーリーは全く兇なります。ユーザ

エクスペリエンスのためのストーリーは、特定のオーディエンスと特定の目的が

あって作られるのが粋通です。

ストーリーは単なる語りではありません
一般的に、ストーリーの中心は連続したイペントです。その辿続性なしでは何

も起こりません。もしかしたらシーンやキャラクターの説１１が用意されているか

もしれませんが、イベント、判断、そして行動、少なくとも状況や環境に対する

００

００ ００

、 _ノ急
ストーリーテラー

オーディエンス

図２．２ストーリー・トライアングルはストーリーテラーとオーディエンスとの関係を

示しています。オーディエンスはストーリーを聞いて、さらに反応をストーリー

テラーと共有します。

】う
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廷ち

g⑭
1.凧初に、ストーリーテラーがストーリーを艦しはじめます。

更ｅＳｌＥｇｇ三つf③f手宅
９－巴朋
２.オーディエンスはそのストーリーを、彼ら自身の解釈で聞きます。

召 ggg
3.ストーリーが進むにつれ、ストーリーテラーとオーデイエンスとの間に

継続的なインタラクションが発生します』

そして、お互いが影習し合ってストーリーは進んでいきます。

廷三&ら廷ﾗヲ

gｇｇ
4‘ストーリーが8§られるとき、オーディエンスがストーリーと一体となる関

係が最も亜要です。

図２３ストーリーをどう活用するのか
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リアクションがなければストーリーとしては成成しません（似12.4)。

珊合によってはコンテクストからイベントをそれとなくボすこともできます

が、その方法の詳細は１３章「ストーリーの柵成要粥を組み合わせる」でご紹介

します。「何が起こったのか」を淡々と記述するだけのストーリーでは、インタ

ラクションの詳細を税明する方法としては有用ですが、あまり興味深いものには

なりません。ユースケースやフローチャートが同じような形式を取っています

が、それらはユーザエクスペリエンスを税明する特定の行為やアクション以外は

除外しています。

ストーリーはより拠雑な役割を果たします。ストーリーはアクションを記述す

るだけではなく、それらを説明し、コンテクストの中に配慨して、なぜそれが起

こったのかを理解できるようにします。

ストーリーを柵築するための般初のステップは、動機づけを与えることです。

キャラクターの目裸と動機は明確に記述することができますし、暗黙的に理解す

ることもできます。それは、人々が口的を持って何かを行う記述がストーリーを

とても興味深いものにするという考え方に蛙づいています。私たちは何が起こっ

たのかだけではなく、なぜ起こったのかを知りたいはずです（図2.5)。剛由を

告げられない場合は、私たちはr1分のために自ら即111を作り出そうとすることが

あります。

イベントが起こった理由を加えることは、よいストーリーを作るための股初の

ステップです。豊禰な仙報を伝えるストーリーは、ユーザーが燈かれているコン

テクストを説明し、デザインのアイデアを生み出す〃法として効果的です．

助機づけと目概は、しばしば文化的なコンテクストに深く叩め込まれていま

す．広く共有された文化的なコンテクストに依存しているストーリーはたくさん

あります。ある民話が兄なる文化圏で滞られる時、ストーリーもその文化に合わ

せて変化します。ストーリーの詳細は、オーディエンスにとってコンテクストを

９ 巴
ストー リーテラーオーディ エンス

図２．４ストーリーは連続したイベントの説明ではありません。

1７



ストーリーテラーオーデイエンス

図２，５「なぜ起こったのか｣は、｢何が起こったのか｣よりも興味深くなります。
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より身近なもの、あるいは1-I新しいものとするために変更されます。

アリとキリギリス：同じ賭の２つのバージョン

ローラ・パッカーは、あるストーリーが、股定や賭し方の違い↓こよっ
く･）わ

てどう変わるのかを明らかにするために、イソップ寓話を利用しました。

1．クラシックバージョン

昔々、ある夏の日に、キリギリスが草原でダンスしながら歌っている

と、自分の２倍もの大きさはあるトウモロコシを、汗をかき、苦労しな

がら運んでいるアリを見かけました。しばらくキリギリスがダンスと歌

を続けていると、同じアリが今度は別の穀物を苦労して運んでいるのが

見えました。

｢なぜ止まって私と話そうとしないの？苦労して運ぶより一緒に歌った

り踊ったりしたらいいのに」

｢私は冬のために食緬を貯えようとしているのですよ。あなたも冬に備え

てはどうですか？」

｢なぜ私が冬を心配する必要があるの？食べ物なら十分過ぎるほどある

よ」とキリギリスは答えました。

アリは首を桐に振り、作紫を続けました。夏が過ぎ、冬が肪れました。

キリギリスは食べ物がなくなり、アリが夏の間に収種していたトウモロ

コシや穀物で作ったごちそうを食べているのを見て、自分が飢えている

ことに気づきました。キリギリスはそのとき、明日のことは今日考えて

おくのが大切だと理解しました。（A5opFabIes,retoIdby｣osephjacobs.）

2．ローラによる近代的なアレンジ

アンは寵務のアシスタントとして暮らすのはあまり魅力的ではないと

感じていましたが、仕事をするのは大好きです。一生懸命に働いて節約

に励み、給料の残りのほとんどを貯金していました。彼女のアパートは

召

1８
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小さいけれど楽しい雰囲気に満ちています。アンは、大学からの古い友

人であるスーザンとランチする時以外は、今の生活で十分満ち足りてい

ると感じていました。スーザンはデリバティブ取引･』のトレーダーで、

裕福な生活を愛していました。彼女は毎晩、お酒落なレストランへと出

かけます。家もとても大きく、魅力的なスポーツカーを持っていて、身

に避けている服も最高級のものでした。スーザンのすることはすべてが

感動的でした。

この２人がランチすると、スーザンはアンにいつでも首います。にぢ

んまりとしすぎ１ねえ、あなたはいつも私に気をつけなさいと言うわ

ね。それの何がおもしろいわけ？」

スーザンが２杯目か３杯目の飲み物を飲み干すまでの間に、アンは

ずっと微笑みながら、ほんの少したけ飲み物を口にしました。「私はた

だ、自分が満ち足りていることを確呪したいだけなの」とアンは言いま

した。スーザンは肩をすくめるとアンに最近のエキゾチックな休暇のこ

とや、彼女が身に若けているデザイナーブランドの靴のことについて

熱っぽく話しました。でもアンはいつもこのような話を気にも留めませ

んでした。ただ古い友人のエキサイティングな人生の賭を聞きながら、

彼女の家の安全や彼女自身の平穏を案じていました。

何年かが過ぎました。アンはオフィスマネージャーとして昇進しまし

たが、特に生き方を変えたりしませんでした。スーザンは相変わらずデ

リバティブの仕車に留まって、より多くの収入を得るようになりました

が、それを稼ぎ出すのと同じくらいの早さで浪費していました．

その後、株式市堀とデリバティブ取引を行っていた住宅バブルが崩壇

し、もはや雄もデリバティブを信頼しなくなりました。

最初、スーザンは何も間違っていなかったかのようにふるまいまし

た。彼女はマノロ・ブラニクの靴とグッチのハンドバックを買い続けて

いました。しかし、やがて彼女はランチのときに、以前にも畑してお酒

を飲むようになり、どのような休暇を過ごしたかよりも、どのような休

暇が欲しいかを話すようになりました。そのうちランチの回数自体が少

なくなりました。ある日、アンは最後にスーザンと話をしてから数か月

経ったことに気づき、ボイスメールを残しました。少し後に２件目のボ

イスメール、さらに少ししてから３件目のボイスメールを送りました。

結局、スーザンはアンの仕事中にアンの自宅へコールバックして、メッ

セージを残していました。「もしもし、今、実は私、仕砺を探してるの。

スターバックスでパートもしているし、それから実家に帰って両親と一

緒に住むことも考えてる。もう私には何もない。今までのお金がいった

1９
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いとこに行ってしまったのか、私にもわからないわ。またいつか一緒に

ランチしたいけど、今は約束できないわ。もしよかったら、おごっても

らえるとうれしいな。あなたの近況とか、どうしているかを間いてみた

いわ。連絡して。またね」

アンはメッセージを聞いたとき、スーザンがランチの支払いをアンに

押し付けたときのことや、アンが老後のために倹約しているのを笑われ

たときのこと、安かった靴をスーザンに見せないようにしたときのこと

を思い出しました。そしてアンは、スーザンからのメッセージを削除し

ました。

ストーリーとはllHき乎の心の''１に息づくものである、という１『実を思い出して

ください。すべての群細や動機をストーリーに含めることはできません。つま

り、ストーリーのいくつかの解釈はオーディエンスに顔らざるを得ず、ストー

リーを作るときにはそのことを必岨する必要があるということです（図2.6)。

この配慮によって、オーディエンスが自分の生活や経験をより鮮明に想隙でき

るようになり、ストーリーをより火感できるものにします。

・方で、皆さんとオーディエンスがストーリーの前提として児なる文化を持っ

ている瑚介、このことは誤解を拙曾かねません。あるいは注恵散世となって、

オーディエンスはあなたの主張と側なる方向に向かってしまうかもしれません。

このように、ストーリーは単なる情報の伝述ではないのです．ストーリーはイ

ペントやコンテクストに関する仙報を伝述し、人々の間に関係を作る能動的なメ

カニズムとして作川します。

このメカニズムによって、ストーリーをＵＸデザインに役立てることができ

るのです。ユーザエクスペリエンスの仕事で難しいことの一つは、自分とは異な

る動機や目標を持っていそうな人々を理解することです。あらゆるユーザリサー

チや分析手法は、このギャップを叩めるための手段です。ストーリーはユーザー

を理解するためにもよい手法ですが、学んだことを同僚（または利害関係稀）と

此行するためにも有効です。

ＵＸデザインにおけるストーリーには

様々な役割があります
ユーザエクスペリエンスのデザインプロセスにおいてストーリーが机うjIAも１，

要な役iIillは以ドのとおりです。

・ストーリーは説明します。

・ストーリーは想像力をかき立てます．


