
スキル

関心を向ける、

受け入れる

復唱する

旅リ返る

解釈.ｊ・為

要約する、

統合する

ブ イトバッ

クグる

支拘する

畑党したもの

娠硫かめる

熱っている

ストーリーは聞くこと､そして圃擦することから始顧る’

壷３．１アクティブリスニングのための１０スキル

行動

相手;r言語．:11言,,A的

な認議を与える。

人の基本的な言語的

メッセージに反応す

る

耳にしたこと、知覚し

た意図について振り遁

りする雪

相手の気紺ち、願い、

意味することについ

て、一時的な解釈巻与

える。

話の焦貞を合わせるた

めに、気持糧や経験を

つにまとめる

関係のある個人的献１Ｗ

報を開示L,なから、相

手の考えや思いへ共感

してることを伝える.，

人それぞれ独自のやり

方で、ぬくもりや思い

やりを誠す

解釈や闘臓が災当て正

確かどうかを州､かめ

る。

椙手に、諸すのはもち

ろん、考える時間溌与

える

やるべきこと

桐手に対時し、目を合わ

せる、うなづく等罰

砿かめたいプレ‘スを繕

ﾘ返して言う。

言外のことに耳遊傾け

る。例えは「つまりあな

た芯､_Ｘ>と感じているん

で‘j・ねー ぽどと群える。

汀から{Ⅲこえてくること

に、ＪいをM1いておく相

手が鑑していることを目

に浮かべるようにする

届潔かつ正董に、聞いた

こと毒復唱する。

３秒曲ってから、例えば

｢つまりあなた肱○○と

感じているんですね.：ま

た魁「私は○○の時その

ように感し烹す』などと

答える。

言外のこと、つまり気持

ちや顔の表情、ジェス

チャー、態度、その他の

此言語的な手がかり脹注

散ぜ払う

似え'よＩ仏はぁ験たが〔〕

○と言ってるんたと蝋う

んですが』といって、自

分 の 認 識 の 確 か さ を

チェックする巳

阻手の感していることIＬ

呼解や共感しようとす

る宮

さけるべきこと

部ｊ,』の中を見回したり、

そわそわする。

扇馳渥変える

相手の思いを軽視したり、

ないがしろにする

旧手が伝え《|､うとするこ

とiＬ園を傾けＪ噸、もうわ

かっていると決めてかか

るゐ

相手が諾していることを

詳細IL脱明する。

眠の雁が栃っ淀り、解決

鞭雄侃供する。説教した

ﾘ教えたりする鯉

梱手稚判断したり、相手

が鱈している閲に自分の

返瓢を融の画で繰り返し

練習する

蝋い込みや結縮に飛びつ

〈こと。

－鱗の沈黙を破る椙手

ILペス矛守らせようと

する

｡､’
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⑳
リスニングはセールスのキーです

小さなコンサルティング会社で働いていたときに、私は営業の、賭を

たくさんかけました。会社のマーケティングのための素材作成を手伝っ

ていましたので、セールスというのは潜在顧客に私たちのスマートさや

すばらしいサービスについて話すことだと思っていました。

社長のダグ・クリスマンが私の前に来ました。「リスニングを使って

もっと売上げを上げないと。もし君がほとんどの会脳で賭してばっかり

いるとしたら、顧客が君に解決して欲しい問題を賭す時間を取っていな

いということだよ」

私が以前にも増して注意深く聞き始めたとき、すぐにプロジェクトの

仕槻というのは氷山の一角に過ぎないのだということを学びました。言

及されない潜在的な問題がたくさんありました。この製品・サービスは

この会社にとって新しい方向性を示しているのかもしれない。あるいは

得意先の失望に直面しているのかもしれない、あるいは…、あるいは…。

最初によく話を聞くことで、最後には私たちがどのようにして顧客と

協働することができるかを語り、顧客の問題に対する気づきを私たちの

サービスに組み込むことができました。数年後、私たちのデザインプロ

セスはいつも顧客のユーザーについて理解することから始まるけれど、

私たちの顧客は私たちにとってユーザーで、理解すべき相手なのに、忘

れてしまうわね、と皮肉を言うようにまでになりました。

ユーザエクスペリエンスデザインの領域で働く人は誰でも、インフォメーショ

ンアーキテクチャ（1Ａ）であろうが、ビジュアルデザインであろうが、ユーザ

ピリティレポートであろうが、あるいは新しい製品コンセプトであろうが、それ

らの成果物をまるで営業チームがするように、「光る」必典があるのです。もし

作業がうまく終わらなかったとしても、解決されるべき問題についてしっかり聞

いていたなら、ビジネスのニーズとユーザエクスペリエンスを結びつけて代りFを

進めることができます。また、仕事へのより適切なリアクションを得られるかも

しれません。

ここでのポイントは、よく聞くことで効果的に話すことの叩附ができるという

ことです。あなたはオーディエンスに直接語りかけ、あなたの語るストーリーは

より効果的に彼らに受け入れられるでしょう。

ストーリーとリスニングの利川、また、マネージメント咽に向けたストーリー

の共有方法について、１０噸「ストーリーを共有する」で詳しく取り扱います。



ｽﾄー ﾘー は聞くこと､そして観察することから始まるＩ

３章の訳注

＊ｌＮＣＩ：Nali〔〕nalCancer1n馴ilutcの略称．

＊２S1oryCrops：アメリカ人の生活に関するストーリーを収集し、共有しているＮＰＯ・これ

までに６万人以上にインタビューを行い、３万を越えるストーリーをアーカイブしている。

＊３Ｎａ(ionalPubIicRadip：米国の公共ラジオ局．公共放送サービスとして補助金により運

徹されていて、報道研組を'１０心に放送している。

＊４アクティブリスニング：憤慨的に人の船に町を傾けて聞く態庇のこと。人の鯖を否定せず、

棚づちを交えて受容的にIIU〈皿度のことを術す。

＊５マインドツール：ＭｉｎｄＴＣｏＩｓ社はリーダーシップや問題解決、プロジェクトマネジメン

ト瀞のキャリアアップ研修をe-leamingで提供しており、年間１２００万人以上が利用してい

る。

＊６MnlhWorks社：政学的H1･算ソフトウェアの分Hjfでは世界fi数のソフトウェア冊発会社．

代測的製紙にアルゴリズム開発、数価計算のＭＡ･Ｉ.“Ｂがある。

3章の関連文献

MathWorkS社は、ＵＸチームのためのアクティブリスニングに関する仙鞭を

提供しています。それらはビジネス、農業従‘冊者のマネージメント、家庭のカウ

ンセリング、そして企業でのトレーニングといった様々なコンテクストから説明

されていますが、主眼していることは共通しています。

・Eighl恥ｒｒｉｅｒｓｔＯ剛1℃ClivcListening：hllIDg//ｗｗｗ･sklalCh.nct/thoughtlets／

Iis1cn・hｔｍｌ

・Ｍｉ１１ｄＴｏｏＩｓ‘SAc1ivcListeni11g:HearwhaIPColPlCarer“llysi1ying：lIllI》:/／

ｗｗｗ,mindtools・com/CommSkll/ActiveLisleni､9.ht、

・ＥｍＩ〕aIhicApproach：ListeningFirslAid：http://www.〔，、r,bBrkeley･cdu／

uccc50/ag-laboI7arlicIc/listcl1ing-skills,1111,

・ＥｍＩ〕athicLislening：1ullI〕://ｗｗｗ・bcyon〔Imtrilctal〕ilily.〔)『g/(蹄ay/cmpathic

lislening／

・7.1､iPsIbrE雁cIivcLisIcning：http:〃nndarticlcs､com/p/articles/ｍｉ－ｍ４１５３／

ｉｓ-4-60/ai-IO6863366／

・ｌＯＴｉＩ〕ＳＩＯＦ『舵clivc＆ACtiveListeningSkills：llUIP://I〕owcrIoChang⑬.c()ｍ／

sludeI1ls/I)eUI)l《9/Iismn／

編
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卜１．』

3章のまとめ

よく聞く盗勢は人々に伝わりやすいものです。このiWfではストーリーは側

〈ことから始まると言いました。もし特さんがリアリーリスニングの習慣を

身につけることができたなら、たくさんのストーリーが聞こえてくることに

鯖くでしょう。聞けばIiMくほど、その機会を1りろことができるのですより

深く洲くことで、ストーリーはより使いやすく、怠味を持ち、肌味深くなる

のです。

・注怠深く聞くことで、人々の話すことの根脳にある意味や含みまで

耳に入るようになります。特に観察とlHlくことを結びつけたとき、

このことが顕著に』それます。

・人々に柵寸時間を提供することで、彼らは話すことをより深く考え

ることができ、より深い恵見を共fIできるようになります。

・アクティブリスニングの技術を淵いることでよく聞くということを

学ぶことができます，



口里囚些ﾖﾖ垂

一リーの備
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､Iｆ

一れまでは、ストーリー、ストーリーテラー、そしてオーディエンスからな

ｋ一ろトライアングルについて話してきました。しかし、ストーリーテリング

にはもうひとつトライアングルがあります。この２謡F1のトライアングル【よ、

ユーザエクスペリエンスにとって伽めて電要で、｜I|:の111の人々から兇めたストー

リーを適用する場所になります。このトライアングルは、周囲との関係性を切り

伴えるものです。そのプロセスの前半では、あなたはオーディエンスやエスノグ

ラフイ－．Ｉにおけるインフ寸一マント、ユーザビリティテストの被験宥になり

ます。そして、ル1代の''1で対,;,'Ｉするｲ{I子がストーリーテラーになi)ま．J､(例4.1)1，

ストーリーの収蝶

UXの専門家
ストーリーの共有

１１
てう

ユーザー

同僚(オーデイエンス）

図４．１ユーザエクスペリエンスのストーリーを作って人に伝える時、そこには人から

聞いて集めてきたオリジナルのストーリーがあります。それを他の人に語ること

で、最初に話を聞いたユーザーとオーディエンスとを結びつけることができます。

あ厳た〈よユーリ‘エクスペリエンスのストーリーに参ﾉlI1した他の人々 から1ﾄた涜

料を川いているので、ストーリーだけでなく、その1111報源に対しても倫理的な武

任を帝負うことになります。

よいリサーチ倫理－よいストーリーテリング

リサーチ倫皿とストーリーテリングの|川に価'卿､l:あi)ません。ストーリーはｉＭ

な為4f実の典まりではなく、オーディエンスの施珊と感悩に訴えるように構成さ

れた愉報の集まりです。ユーザエクスペリエンスにおいてよいストーリーテラー

であるためには、炎現の簡潔さと明確さに加えて、公｣Eさと信蝋性が必要です。



ストーリーの倫理

ストーリーテラーが涜料作成やプレゼンテーションの辿伽のために使うツールが

あるからこそ、オーディエンスは新しい何かに出会うことができるのです。

・誠実なストーリーは、ユーザリサーチの内容を正確に表しているので、

ストーリーや、そこに含まれるディテールの遡択によって証拠を歪める

ようなことはありません。

・本物のストーリーはオリジナルな出来郡の感覚に忠実で、参加荷、身の

話し方を反映した方法で鮒られます。

ストーリーを簡潔に話す時、オーディエンスがストーリーの誠実さと典実味を

認識できるように、ディテールの説明は必要最低限に抑えられるでしょう。

ストーリーやストーリーテリングは、人が体験するものの中でもとりわけ影響

があります。人々は雌にストーリーを楽しむのではありません．ストーリーが必

要で、ストーリーを旧じたいのです。純粋な論即や叩由は効果的ではありませ

ん。ストーリーは、たいてい非湘に効果的で人々に恩考やアクションを促す、理

に適った形で与えられます。

このことは、ストーリーテラーがオーディエンスや、もしかすると11tの中に対

してまで、亜璽な倫叩的貨任を負うことを意味します。歴史をふり返ると、優れ

たストーリーを砿しい方法で、服しいときに、適切なオーディエンスに伝え、

人々を根本的な変岐へと突き動かした革命家たちの例があふれています。うまく

行くこともありましたが、たいていは失敗でした。すべての革命やクーデターは

優れたストーリーから始まります。そして姉命の後に沈黙するのは、アーティス

トやジャーナリストといった、Ｉ町政柵のストーリーテラ一たちであることが多い

のです。

今の時点ではこう思うかもしれません、「別に私はただ自分のスタートアップ

のためにウェプサイトを再設計しているだけです。政権交代に興味はありませ

ん｣。それはわかります。しかし実際には、ウェプサイトと政権交代に必要な

ツールは同じなのです。ストーリーは心剛をつくり、それを変化させられるので

すから、ストーリーやストーリーテリングはデザインにとって非常に砿典なので

す。この力を上手に、砿しく使いましょう。

専門家協会が、ストーリーのために
妥当な倫理を与えてくれます

アメリカ文化人頬学協会の倫理規定は、ユーザリサーチの資料からストーリー

を作る際に配慮しなければならない多くの問題に取り組んでいます。共同研究者

への貢任もここに合まれています。ガイドラインは、「(側僚やユーザリサーチ中

Ｉ

‘1７
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に出会う人々を含む）共I,il作業する個人やグループに対する危害を避ける」こと

への包価的な嬰求から始まり、ストーリーにも関係する４つの具体的な要求へ

と縦いていきます。

・関係するすべての人に有益となる、作業上の関係性を積極的に柵築する

こと。

・共1,1で作業する人々の安全性や威厳、プライバシーを損なわないように

令ﾉﾉで努めること“

・共l‘ilで作業する人々 が雁名性を保ちたいかどうか、』lIIiiIに碗組すること。

・共側で作業する人々に対して、あなたの作業日的や調査によって得られ

る柵報の利川目的、リサーチに参加することで受ける影響の明確な説明

とインフォームドコンセント*苫を蹄組すること。

ユーザピリティＷｌｌ家協会（UPA)*:'の馳業倫理規定でも、他のユーザエク

スペリエンス専門家組織とI‘１級のガイドラインを設けています。ヒューマンファ

クターエンジニアリング協会（ＨFES)車４の倫理規定では、ストーリーテリング

に関する別の規定を設けています。「詐欺を生むような蝿動主幾や誇扱、洩はか

さを回避しましょう｣。同嫌に、アメリカ心叩学協会（APA)*５もリサーチの‘'１
で人々 と共I‘il作巣する際の包liIi的で詳細な倫理規定を設けています。

これらの愉剛的配咽はすべて、ユーザビリテイに関するストーリーを収果し、

作り、話す際に関わってきます。

あなた自身の影響力を認識しましょう
あなた自身がユーザリサーチに影智をう･えるIIJ能性について、注意深く将えま

しょう。この｢反射性」という影響は、私たちの存在と態庇の両方に作用します。

そしてあなたの行動が共に作業する人々に影響を与え、彼らも私たちに影響を与

えます。

たとえば、人々にストーリーを紙す機会を与えることと、あなたが彼らをリー

ドしなければ側られなかった視点や意兇、あるいはアイデアを導くことのl川に

は、きわどい線が引かれています。この影柳ﾉjには、以ドのものが含まれます。

・肘描、特に感怖を表す用語を示唆すること。

・11§解へつながるような誘導的な両側をすること。

・ストーリーを引き出すのではなく、参加肴がi-iい川すIiiIに、、１１柄を示唆

してしまうこと。

・判断の枠組みから21§まれるコンセプトをあなた自身のものに翻訳するこ

と。
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もちろん、どんなユーザリサーチにも隠れた藩とし穴はあります。それはユー

ザ観察から典めたデータが、どのぐらい派確に「実際の生活」を反映しているか

を注愈深く考えるにはちょうどよい練判となります。彼らの受けた想悩的な影響

が歪みを珊艮したり、単にあなた（や他の誰か）に、厳密には正しくないことを

納得させてしまうことがあります。このことはストーリーにおいては特に雨要で

す。

ストーリーを正確に伝えましょう
ストーリーは、不快な事実を伝えたり、ショックを与えたりすることもできま

す。たとえば、ユーザリサーチや評価のセッションにおいて、チームの現在の意

見と反することが明らかになった時、ストーリーはそのニュースに偏蝦性を持た

せるために役噸つ説明やコンテクストを提供することができます‘，

念
ストーリーはよい知らせを届けることができます…、

そして悪い知らせも

ジニー・レディッシュ*6は、以前からユーザ観察の価値を提言してき

ました。彼女は、製品アイデアに関する悪いニュースを共有するために

フィールドで集めた摘報を活用した例として、次のストーリーを話して

くれました。

これは多くの企業が、キャラクタユーザインタフェース（CUI）しか仕

えないダム（おんぼろの）端末（データの送受信と表示しかできない端

末機）から、グラフィカルユーザインタフェース（GUI）を搭戟した端末

に移行し始めたばかりで、オブジェクト指向プログラミングがポピュ

ラーになりつつあった頃のストーリーです。私のあるクライアントは、

この新しい可能性にとても興奮しており、彼らの聞発者たちは基幹アプ

リケーションのひとつをテストケースとして作り替えることに決めまし

た。

彼らはビジネスアナリストをフィールドに送り込み、このアプリケー

ション（またはその会社が持つ多くの他のアプリケーション）のユーザー

であるフィールドスタッフからの要求を集めました。ＧＵＩは古いダム端

末の上ではうまく動作しなかったので、ビジネスアナリストたちは

フィールドスタッフたちが間もなく手にするであろう、新しいコン

ピュータへの興味を焚き付けに行ったのです。

しかし、彼らの熱意はユーザーたちの実悩やストーリーによって挫折

に変わりました。ビジネスアナリストたちは、ユーザーの作業スペース

4９
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(ひどく狭くて、２つのモニターを固くスペースは全くありません）の写

真を持ち帰り、２０年以上もひとつの町で仕事を続けてきた５０旗のジャッ

クと会ったときのストーリーを賭しました。アナリストたちはジャック

が質問するテープを再生しました。「君らは俺たちのアプリケーションを

すべて変えようとしてるのかい？うそだろう？まだあの古いターミ

ナルは他のすべての業務で使うのに、君らのその新しいGUIプログラム

に必要なコンピュータはどこに固くわけ？」

ジャックのストーリーは開発者にとっては残念な、しかしとても亜要

なニュースでした。誰もが、あるアプリケーションを選んでGUIに変更

することのエキサイティングな側面しか考えていませんでした。

ストーリーが伝えなければならないメッセージが難しくなればなるほど、あな

たのストーリーが現火を反映しているか､より慎亜に確認しなければなりません。

ストーリーがリサーチの一部として表現される射合、あなたにはそのストー

リーが人々やコンテクストの全体像を反映しているかどうかを確認する義務があ

ります。ストーリーが「真実である」ことを確認しなければなりません。これは

つまり、関迎する状況を正雛に描写しているかどうかを確かめるということであ

り、あるや人の被験将の単一のイペントをストーリーとして伝えているのか、何

人かの異なる被験者から得られた素材を混ぜ合わせてストーリーを作っているの

か、確かめるということです．

これは、ストーリーが正確な面紫通りの記述であるべきという愈味ではありま

せん。たとえば、被験肴の隈名性やプライバシーを保捜するためにディテールを

変更するかもしれません。しかし、ストーリーには真実のディテールを反映する

必要があり、他のどのような分析レポートでも、必要以止に誇張されたり理想化

されるべきではありません。

これはよい練習になります。もし私たちがＵＸデザインのガイドとしてス

トーリーを用いるのであれば、ユーザーやコンテクストについてわかっているこ

とを正確に表現して欲しいと思うでしょう。正確さについて考えるもうひとつの

方法は、選んだストーリーが全体像を伝えられているかどうかを確認することで

す。ユーザエクスペリエンスの脱明はほどほどでも（さらに人をからかっている

ようなひどい賜介でも)、それが珍しくて、興味深い、あるいは楽しいストーリー

であれば、誘惑されるのはたやすいことです。また、あなたが好まないストー

リーを避けることも簡単です。きっとそれは、あなたが同意しがたいデザインの

方向性を示唆しているか、あなたのオーディエンスが聞きたくもないアイデアを
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強化するものでしょうし、避けたくなる気持ちも珊解できます。専門家のいる領

域で作業する珊合にストーリーを真実として保つことの必要性は特に亜要です．

もしディテールをねじ曲げてしまうと、その不正確さにより、大切なポイントか

らオーディエンスである専門家の剣をそらすようなストーリーを作ってしまうリ

スクを負います。オリジナルのストーリーに忠実であろうとすることによって、

必嬰があれば元のリサーチをたどり、而単によりディテールを説明することがで

きます。

「事実から優れたストーリーは生まれない」という諺がありますが、これはス

トーリーテラーが常に直面している紙一重のラインを表しています。ストーリー

テラーにとっては、ストーリーこそが彼らの製航・サービスであるため、そのス

トーリーの炎現にも畑があります。そして、オーディエンスが知覚するストー

リーの価値は、ほとんど瞬間的に発生します。

オーデイエンスは、それを保持することも、操ることも、クリックすることも、

メニューを操作することも、プラグを差すことも、ＰＣに接続することも、なに

も必要ありません。蝋にストーリーを体験すればよいのです。

エクスペリエンスデザイナーには、必ず通らなければならない非常に紙・函の

ラインがあります。１１実と側巡づけるだけでは、ストーリーテリングではなく、

ただのおうむ返しになってしまいます。その一方で、１１実に対して無資任である

ことは、真実をねじ曲げる危険があり、ストーリーの価値を減らすことになりま

す。

ストーリーに信葱性を持たせましょう
オーディエンスが実際にストーリーの信懇性についてコメントすることはない

でしょう。しかし、もしそのストーリーに信懇性がなければ、彼らは必ず気づく

でしょう。リサーチデータをストーリーの基盤として用いるときに直Iiiiする課題

のひとつには、股初に聞いた笥業やディテールを、どれくらいアレンジするかを

決めることにあります。

ここには多くの那題があります。たとえば、もし、リサーチの参加者とオー

ディエンスの社会経済階級や櫛力の度合いに大きな簾がある場合、聞いた言葉通

りの逐語的な記述がストーリーの典拠味を保つかどうか、それを聞いた人々の不

注意によって、敬育や能力を実際よりも低くみせてしまわないか決定しなければ

いけません。仙報表現の元の形を保持することと、佃報源の威厳を柵なうことと

の間には、慎敢に取り扱わなければならないバランスが存在するのです。

５１
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召
文書でのプレゼンテーションのために話し言葉を除外する

キヤロライン・ジヤレットは、市民や企業とのコミュニケーションに

間する政府機関で働いています。次のプロジェクトで、彼女は一般人と

政府との仲介者として自分の役割を肥識しています。

私は、ウェブベージや政府機関からの手紙を見ながら、スモールビジ

ネスのオーナーに非公式的な訪問を織り返して談笑してきました。

彼らは聡明で、雄弁なのですが、その大半はあまり救育を受けていま

せんでした。私のオーディエンスは政府槻関だったのですが、彼らは教

育を受けていない市民を見下す傾向がありました。

報告書用に彼らのストーリーを語り直す際、私は教育や教養の欠如と

解釈されそうな誤った文法や方言をきれいに直そうと決めました。私の

ソリューションは、自分が聞いたことのある用舘や基本的な文章栂造を

使うことによって、多くの人が膳をする時にしてしまいがちな文法上の

誤りを訂正することでした。

異なるオーデイエンスや異なるコンテクストでストーリーを総る場合に、微妙

に異なるバージョンのストーリーを作るかもしれません。そのストーリーを変換

する時に、ストーリーの侭怨性を倣っ方法を慎爪に考えなければいけません。

真実を詳しく祝明するために、貞任を持ってストーリーのディテールを変更す

ることは、ＵＸデザインの．部になります。リサーチから得たいくつかの不完全

なストーリーに蛙づいて、混合したストーリーや、ペルソナのような混合キャラ

クターを作るかもしれません｡いずれにせよ、あなたはストーリーテラーとし

て、伝えたい典拠を反映している倫理的なストーリーから遠ざかっていないかど

うか、慎重に判断しなければいけません。

ストーリーをうまく終わらせましょう
ストーリーの倫叩について股後に言っておかなければいけないことがありま

す。ストーリーを仏える際、あなたはオーディエンスとつながりますが、その--・

方で、オーディエンスはあなたのストーリーとつながります。ストーリーテラー

の仕事は、その関係性を促進することです。ストーリーが終わるころ、それが純

粋なストーリーであれ、挑戦的なアイデアであれ、感情の発鱒であれ、オーディ

エンスはちょっとした旅行を締験します。ストーリーの雌後の締めくくりは、そ

のIiiIに何があろうと、オーデイエンスが経験する雌後のイメージや感梢として、

ストーリー全体の印象に影響します。これは、どんなストーリーもハッピーエン

ドである必要があると言っているのではなく、エンディングは、ストーリー全体
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の体験に対するオーディエンスの感受性に影靭を与えるということです。

これはストーリーテラーとしての倫理的な間腿で、あなたはオーディエンス

を、彼らがｎ分で体験したことのないようなアイデアやエクスペリエンス、怒愉

的領域へと導きます。

ストーリーテラーは、ストーリーの目的だけではなく、オーディエンスの生活

や仕事に安心して取り入れることのできる結末を選ぶ貴任があります。

４章の訳注

＊１エスノグラフィ－：文化人類学で川いられている文化的あるいは社会的典団の行動様式を

洲丘するための間的な則虻手法や、そこで得られたデータを記述したドキュメントを術す。

＊２インフォームドコンセント：医蝦肘間にあたって、治療方法についてよく脱11Mを受けて１．

分に理解したこで、対象者が自らの脚ⅢI意思に蕊づいて医擦従邪折と方針の合怠をとること。

＊３ＵＰＡ：UsabiliIyPr(〕地ssiona脇，Associalionの略称。

＊４ＨＦＥＳ：ＨｕｍａｎFactorsandErgonomicsSocietyの略称。

＊５ＡＰＡ：AmericanPsychologicaIAssociationの略称。

＊６ジニー・レディッシュ：ユーザピリティとプレイン・ランゲージのエヴァンジェリスト、

コンサルタント。禦明期からこの分Ⅲfで柵動するパイオニアで多くの木や勘文を執流している。

4章の関連文献
職業倫理鰹定

・アメリカ心理学会心班学者倫理術針と行肋規範：hltI)://ｗｗｗ・apa､org/cthicS／
code/mdcx・aspx

・アメリカ文化人類学会倫理協定：hllP:〃www､aaanet･org/commilIe“/eIhiCs／
ethcode､hlm

・ユーザピリテイＷＩⅢ家Ｎ1体行動規範：httID://ｗｗｗ・uHaI〕ilitypro恥ssionills､urg／
aboul-uPa/lGadershiI〕/code_《〕1L〔?〔》IDducl・lllml

・ICC/ES(〕ＭＡＲによる市場社会凋査に関する側際規定：hItp://ｗｗｗ.“ｏｍａｒ・org／

index.I)hI)/c⑥des-guidclines・hｔｍｌ

・イギリスマーケティングリサーチ学会行動規範：hllI)://ｗｗｗ・mrS､or9.Uk／
slaI1(ｌａｒ小/codcconducI・hlm

・アメリカ人川工学会倫蝿規定：htII〕://ｗｗｗ､１１舵s､０噸/ｗｅI〕/AboutI-1FES/elhiCS･
ｈｔｍｌ

鋤
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4章のまとめ

ＵＸストーリーにおいて他音から得た11Y報を利用す為とぎには、ストー

リーだけではなく、その怖報源にも倫理貨任を持ちます。

・他宥からストーリーを染める際には－彼らや彼らのストーリーをど

のように赴任を持って扱うか配岨しなければいけません。

。＃門家協会のリサーチ倫理は、リサーヅ･に役に血つガイダンスを提

供しています。

・あなたがユーザリサーチに与える影簿や、ユーザストーリーを翻訳

する方法について、慎頭に考えなければいけません‘



ｑ里四聖旦里空

ＵＸロセスに、Iｊ
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一こまで、ストーリーとは何なのか、それを語るための倫理、リスニングに

Ｌ・よってストーリーがどれほど人々に力を与えるか、といったことについて

探求してきました。この章では、ＵＸデザインにストーリーを適川する方法につ

いて考えます。

皆さんがユーザ中心設計（ＵCD）やゴールペースドデザイン、あるいはドメ

イン駆助股iW．（ＤＤＤ）のような他のテクニカルな方法の僧者であっても、ストー

リーを活川することができます。

ＵＸデザインへのアプローチには様々な方法がありますが、核心的な部分は常

にシンプルなので、私たちは次の方法にこだわります。コンテクストの理解から

始めること、その理解に基づいてデザインを生み附す作業に取り込むこと、そし

て製姉・サービスがそのコンテクストにスマートに適用できるようになるまでテ

ストを繰り返し、ブラッシュアップを砿ねることです。

この包括的なプロセスを記述した国際標噸が「インタラクティブシステムの人

間中心設計プロセス」です。正式な名称はＩＳＯｌ３４０７ｃ１でしたが、ユーザピ
リティからユーザエクスペリエンスヘと観点を広げるためにISO９２４１－２１０．２

として２０１０年に改訂されました。図５．１にこのプロセスの各ステージを簡略

化して示します。

人間'''心投訓･プロセスは計画から始まり、どの段階においても作業に柵造を与

えます。計画には柔軟性が求められ、固定的な計画に基づくことはまずありませ

ん（商度に柵造化された製品・サービスのライフサイクルにおいて作業する場合

でもです)。もしユーザエクスペリエンスの作業を計面していない、あるいは

ユーザーを剛解することに時|川を例く余地がない期合、このプロセスは適切に機

能しないでしょう。

このプロセスの後半はデザインの作成とテストの反復です。

・理解：ユーザリサーチの実施と利用コンテクストを調査します。

・肥述：ビジネスとユーザリサーチ結果を分析し製品・サービスがどうあ

るべきか定義します。

・デザイン：初期スケッチから最終デザインまで、実際の製品・サービス

をデザインします。

・評価：製品・サービスが利用コンテクストに合っているかデザインを

チェックします。

このプロセスには３つの亜典な特徴があります。

１つ目は、このプロセスがイテレーティブ（反復的）なことです。アイデアは

受け入れられるか怜てられるかテストされます。よい解決方法が見つかるまでデ



Ｕｘプロセスにおけるストーリー’

人間中心股計の
必要性の特定

嬰求III項に対する

設計の評価

画一一一一口■⑨

〆
のう

利用の状況の
把握と明示

、
一、

システムが特定の
ユーザーおよび組織の
要求事項を満たす

設計による
解決策の作成

一

ノ
図５．１人問中心設計プロセスのモデル

ユーザーと組織の

要求蛎項の明示

ザイン作成とテストが縄I)返されます。これはＵＸデ･ＩＦインチームがラフス

ケッチやワイヤーフレームから作業を始めて、岐終デザインがどうあるべきかを

検‘}､'し、各ステージでテストすることを可能にします。

ストーリーもデザインのたびに反復することができます。たとえば、ちょっと

したアネクドートが機能を炎す定全なシナリオになることもあるでしょう。折し

いストーリーは、次のイテレーション（反復作業）でデザインを形作るための評

価の眼中に見つけ出すことができます。

２つ1-1は、このプロセスがスケーラブル（拡大叫能）だということです。この

プｕセスでは製品・サービスのある祁分を別のイテレーションのIlIで進行できま

す《１初期のデザインは11tも),畔的な慨能のスケッヅ･だけかもしれませんが、これ

はイテレーションのｌｌｌで次輔に１１剛Ｉ化されていきます。ストーリーも皿,lIiII・サー

ビスの成災に伴って短い断片からより完成されたストーリーへとスケールするこ

とができます。

３つＨは、このプロセスはどんなタイプのプロジェクトにも適川､l能だという

ことです。仙報提供のためのウェプサイトであろうと、タク､ノノミー.３の定凝

であとうと、新しい1Ｅｆ機器であろうと、オンラインアプリケーションの開発で

あろうと、ドキュメントの作成であろうと、家具のデザインであろうと、この汎

川的なサイクルは､理解から,i'WIlliにいたるまで、あらゆるⅢ発作錐に役逝ちます。

5７
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このプロセスを通じて、ストーリーはユーザーとなる人々やその観点を作業の

il1心に怠紬し続ける助けとなります。これはユーザーとコンタクトを取ることが

難しい珊合はとても大変です。よいストーリーはあなたの製舶・サービスが使わ

れる際の実世界におけるコンテクストに気づかせてくれます。

ＵＸは学際的な実践活動です
すうまでもなく、ＵＸデザインのビジョンは、優れた製品･サービスを唯み出

すのに必要なスキルを総動員し、誰もがひとつのチームとして協働する学際的な

実践活動です。このビジョンは簡申に達成できるものではありません。

私たちは、一人ぼっちのＵＸチームから、すべてのチーム（デザイナーとプ

ロジェクトマネージャー、開発スタッフにマーケティング部門、そしてすべての

ＵＸ専門家を含む）がユーザリサーチと分析、デザインに対する商い意識を持っ

ている大企業まで、槻々な現場をｕにしてきました。ウィリアム・ギプソンの笥

葉「未来は既にここにある｡ただ平等に分配されていないだけだ」が思い出され

ます。

チームがどのように柵成されていようと、ストーリーを用いて作難することは

決して新しい試みではありません。

これをストーリーテラーやストーリーシンカーが必要な新しい専門領域として

提案するつもりはありません。私たちはストーリーシンキングが、誰もがその役

割を気にすることなく、より創造的になれる手助けになることを望んでいます。

どのようにすれば「あなた」がストーリーを染め、逃別してデザインの洲泉と

することができるでしょうか｡そのためにはプロセスのどのステージにおいて

も、チームの誰もが『あなた｣、つまり当事者であるべきです。そして「あなた」

の集団が大きなプロジェクトの中でグループとして協働するべきです。

ストーリーをＵＸデザインに活用するのは
新しいアイデアではありません
私たちが初めてストーリーをＵＸデザインに統合できると提案したわけでは

ありません。たくさんの異なるアプローチや方法論でも、ユーザーの経験に側す

る梢報とコミュニケートするためにストーリーの形式を用います。

ユーザリサーチのフィールドにおける方法論の峨礎のひとつであるエスノグラ

フィ一（人々の行動やコンテクストを観察する）の分野でも、人I川のストーリー

とそれが持つコミュニケーションの能力に焦点を当てます。

ＡＩＧＡｃ･'のエスノグラフィー入門評には、エスノグラファーの役割のひとつ
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は“人々が提案を受け入れ、共有されたビジョンを生み出すこと”だとilIかれて

います．

ＩＢＭ（そしてかつてはApple）のインタラクションデザイナーでありリサー

チャーでもあるトム・エリクソンは、デザインプロセスの隅から剛までストー

リーを用いています。彼の視点によるとストーリーの収集はデザインプロセスの

始まりであり、ストーリーはデザインの要求mlIIiとユーザーの仙報を開発チーム

に伝述するために川いられるそうです。製州・サービスが既存製鈷の小さな改神

ではなくイノベーティプなものの場合には特に、ストーリーに鵠づいたプロトタ

イプによってチームが新しいビジョンを探求できるようにします。彼のデザイン

におけるストーリーテリングについてのエッセイでは、ストーリーの価価はデザ

イン思考を促しデザインチーム間のコミュニケーションを強化する点にあると強

捌されています。

ジョン・キャロルとマリー・ベス・ロッソンの“シナリオに基づく戯ill･'.でも、

ユーザエクスペリエンスがソフトウェア開発に確実に取り入れられるようにス

トーリーを用いています。彼らはシナリオを、技術仕様の記述をすることなく

ヒューマンコンピュータインターフェースに関する砿要佃報を伝述する方法とし

て即解しています。彼らのシナリオはシステムを使う人々のゴール（目的)、行

動、そして粍験を記述します。

時としてシナリオはユースケースと混何されがちですが、ユースケースはシス

テム（あるいはコンピュータシステムにおけるアクター）によるアクションを含

むすべてのインタラクションとイベントをilu述します。またユースケースは、環

境や１１M広いユーザエクスペリエンスの妃述というよりは、プログラムの・部とし

てインタラクションを記述するドキュメントを意図されています。ラリー・コン

スタンチンとルーシー・ロックウッドの“利用中心設計”では、ユーザーのゴー

ルや、そのゴールに向けて人々が必要とする機能や活動の定愛に、ユースケース

や他のソフトウェアモデルを用いています。

これらのストーリーはユーザーや他のステークホルダーとの対話雀通じて災め

られ、まとめられます。ユーザーの役削やゴール、それがゴールである理山をシ

ンプルな要求菰項にまとめるのが--．般的です。

しかしながら、アジャイルljH発手法寧5では、ユーザストーリーの役柵はテス

ト叫能な嬰求を素111くシンプルな力法で捉えることだと強洲します。それは時と

して、ひとつの文章以下の賜合すらあります。雌も良質なアジャイル関迎のウェ

プサイトである“AgileSonwarcDcvelopmenlMadeEasy!"o1iはこのこと
に関巡付けて次のように述べています｡

Ｉ

５９
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「ユーザストーリーはプロジェクト全体を通じてユーザーの要求班項を吸収す

るシンプルな方法です。プロジェクトに先立って長ったらしく退加な要求仕槻神

を御くのとは正反対です。アジャイルユーザストーリーの基本的な柵成は、

『[ユーザーの役割］として、私は［ゴール］をしたい、そうすることで私は［理

由］することができる』という形です｡」たとえば､次のような柵成となります。

・求職肴として、私は仕事を探したい、そうすることで私のキャリアを前

辿することができる。

・リクルーターとして、私は欠側を知らせたい。そうすることで、新しい

チームメンパーを見つける事ができる。

ジョアン・ハッコスとジニー・レディッシュは、彼らの著書であるｒＵｓｅｒ

ｆｍｄＴａｓｋＡｌ１ａｌｙｓｉｓｆｂｒInter胸ceDesig11』において、シナリオとストーリー

に魚点を当てています。

彼らはシナリオをコミュニケーション分析の方法としてなぞらえました。彼ら

のシナリオに側する理解は、私たちのストーリーとストーリーテリングの視点を

広げるものでした。

"シナリオはユーザー、彼らの仕耶、彼らの畷塊、彼らがどのようにタス

クを行うか、彼らが行う必要のあるタスク、そしてこれらすべての要条の

組み合わせについて記述することができます。ストーリーテリングは

人々、甥所、活動を活き活きと思い起こさせる利点があります。それはま

た、デザインに適応される必要があるタスクの特徴についての１１察をもた

らします。ユーザーにとっての価値、彼らが目椴を達成する上で何が助け

となり、何が妨げとなっているか、といったことについて定義します｡’’

一ジョアン・ハッコス、ジニー・レディッシュ務

rUserandTaskAnalysisfOrlnlerfaceDeSign』より

彼らはストーリー（また彼らはそれをシナリオとよびました）を、簡恥なシナ

リオ、状況や環境とユーザーが今どのように何をしているか明確に表す詳細シナ

リオ、念入りなタスクシナリオと利用シナリオ、インタラクションの始まりから

終わりまでを記述したナラティプ（物語）として形式を定義しました。

彼らはこれらのシナリオを異なるｕ的で用いることを提案しました。最初の而

単なシナリオは洞察を集めるための方法です。タスクシナリオはコンテクストを

設定する際に、ユーザー、悩報、インタラクションの必要性を裏付けるために役

立ちます．利川シナリオは新しいデザインと、人々がどのようにそれとインタラ


