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ＵＸプロセスにおけるストーリー

クションするかを物拙ります。

ストーリーは様々なＵＸ活動の一部となります
私たちはＵＸプロセスにおいてオーディエンスを考嗣した上でストーリーテ

リングが肢も役に立つ５つの部分に蝋点を,%てています。

・インプットを典めているとき

・ユーザリサーチや他の仙報を探求しているとき

・デザインのアイデアを刺激したり試したりしているとき

・デザインをテストしたいとき

･アイデアを共有（または売込み）したいとき

インプットを集めているとき

ユーザーと作業しているときはいつでも、彼らが語る仕事や家庭での生油、ど

うすれば彼らがよりよく働けるか、そして彼らが何を求めているのかを聞く機会

を得ることができます（図5.2)。この作業フェーズでは、ユーザーやステーク

ホルダーから柵を聞いているため、あなたはストーリーの股初のIlHき手となりま

す。

もしかすると既にそのストーリーを耳にしているかもしれません。意識的にそ

れらをストーリーとして理解し、集める努力をすることが必要です。また後で追

加のリサーチを行うために、何がストーリーとして欠けているのかを記録するこ

ともできます。

人ＩＨＩ中心i伽'･プロセスにおいて、これは「剛解」のステージにあたります。こ

こで仙点を当てるのは、興味深い経験、視点、または繰験の記述方法についての

図５．２多くの情報源からインプットを集める
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ストーリーを聞くことです。

ユーザリサーチや他の情報を探求しているとき

染めたストーリーは、他のデータ、サイトログから機能分析までを袖光しま

す。それらはリサーチや利用状況分析、あるいは他のデータが示すこと、または

どこにさらなる仙報を求めればいいのかを説Iﾘjします。分析において、図５．３

に示すように、データを明確にするストーリーを避別することができます。

ユーザリサーチチームはここでもストーリーの岐初の聞き手ですが、どのス

トーリーがデザイナー、WH発者、マネジャー、その他の業務における関係者の共

懸をよぶかを考え始めます。人間111心設叶プロセスにおいて、これは最初の理解

をプロジェクトが満たすべきニーズの視点に変換するための「理解」と『記述」

のIl1j力の領域にあてはまります‘，このステージでストーリーが飢点をⅡ1てるの

は、パターンやペルソナを示す説得力のある例です。

。
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図5.3ストーリーは分析においてデータを明確にする

デザインのアイデアを刺激したり試したりしているとき
ストーリーはデザインイノベーションのための生きた素材です。ストーリーの

断片は新しいアイデアをよび起こします。フィールドからのストーリーによっ

て、解決すべき問題や改善方法をシナリオとして記述することができます。これ

らは新しいアイデアを探求したり、初期のデザインをテストするのに役立ちます

(図5.4)。人々 の動機づけにストーリーの熊点を当てるため、デザインプロセス
を混乱した状態から狐lW1・サービスを使う人々 に向けて再編成することができま

す。

このステージで、あなたのオーディエンスは成災を始めます。作成するストー

リーはＵＸチームにとって役立ちますが、製品・サービスチーム全体にも信執

6２
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ＵＸプロセスにおけるストーリー
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図５．４ストーリーはデザインアイデアを郷き出せ悪

鹿

される必要があります。チームとしてストーリーを利用する二とに慣れてくれ

ば、ストーリー形式の帆広さと様々な使い方に気づくでし.l:う．

人lHlII'心般計プロセスにおいて、二れはデザインのステージのなかでも、折し

ぃデザインとユーザエクスペリェンスを貯え始める段附です。このステージでの

ストーリーの焦点はユー･ﾘ#－のニーズに根ざしたアイデアの′|ｉ成とデザインの鵬

IHlに役立てることです。コンテクストと活動に基づいたデザインを示すために新

しいストーリーを作成することもできます。

デザインをテストしたいとき

ストーリーには評価のための機能もあります（Ｍ5.5)。タスクを始めるため

のシナリオや、参加荷がテスト''1に被験者に行なってほしいタスクを与えること

ができます。

元のストーリーを振り返ることは、新しい製ITI・サービスがユー･ﾘ?－のニーズ

や初期のインスピレーションに適うことを碓火にします。

人間中心設計プロセスにおいて、これはデザインが、恵同した実際のユーザー

となる人々にとって役に立つかをチェックする『評価Ｊのステージにあたりま

す。このステージでは、ストーリーはテストシナリオとしてのIlj利用と遮川に焦

点を''1てます。

’
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UXの担当猫

テストシナリオ
としてのストーリー

ユーザビリティ洲査の参加折

図５．５ストーリーはタスクのテストによいシナリオをもたらす

アイデアを共有（または売込み）したいとき

すばらしいデ､ﾘ:インやアイデアはそれだけで受け入れられあと思われがちです

が、白lillは．凡にしかずというように、その絵（デザインプ,，トタイプ）が一体

何なのかを適切な良さで説明するストーリーが必要です。ストーリーはユーザリ

サーチとデザインとを結びつけます（図5.6)。ストーリーは、デザイナーがア

イデアを4§み川したインスピレーションに結びついているため、そのデザインが

機能する理由をi脱lﾘ}できます。

LIXのl鯉焔
p●■■｡
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デザイン
アイデア

１１

_◆◆4.1

” オーディェンス

図５．６チームはストーリーを共有することでアイデアを共有できる



ＵＸプロセスにおけるストーリー

５章の眼注

＊ｌｌＳＯｌ３４０７：１９９９年に制定されたユーザピリテイに側するプロセスを定めた同際規格。

＊２ISP9241.210：ISOl3407の改灯版。２０１０年に制定された。

＊３タクソノミー：元々は分顛学を意味する言葉だが、ウェプの分野ではコンテンツの分願法

の一ｍで、コンテンツを階層的に分類する方法のことを桁している。

＊４ＡＩＧＡ：AmericanlnstilulcofGraphicArtsの略称。

＊５アジャイル1M発手法：現爽１１柳の状況変化に迅迎に唯え、ソフトウェア開発を行うための

軽愚な側発手法群の錐称。エクストリーム・プログラミング（ＸＰ）やスクラムなどの手法が

ある。

＊６AgileSonwareDcvclopmentEasy1：スクラムやＸＰ、リーン開発などのアジャイル開

発手法とともにユーザーストーリーも取り扱われている。AIIAboutAHilc（Iltlp://ｗｗｗ・

all&1bouI雌iIc､com/)。

5章の関連文献

･脊輔：Ｔ(〕mFrickson，ＮｍｃｓｏｎＤｅｓｉｇｎｌ〕l･acIiCe:Stories曲､〔ＩＰｒ(〕ｍｔｙｐｅｓａｓ

Ｃｎ畑lystsiUrCommunicaIion,Ｓｔｗ"ﾉ加．f〃z妬YZ〕G昭":助WSNﾉﾋﾉ”嶋脈"オａ"〔ノ

施鋤"ＯＡ狸！'〃＄《５W酒"Ja9M巴ﾉﾛβ"7“/,edi化《iI〕ｙＪＤｈｎＣａｒｒｏⅡ.、.IDhnWilCy＆

Sons’’１９９５．

．書簡：JohnCaIToll＆MaryBethRosson．Ｕ鋤1)iIilyEngineelring:Scenario･Based

DeveloI)ｍcntorHumanComputerlntemctiDn，Momg【ｍＫａｕ｢IniII1I１．２００１．

.野輔：LarryConslanlin畦＆1,ucyLockwoⅨ1．so1.1Wa1℃IbrUsc:AlDl･aclicalGuide

lOIhcModelSandMelhodsofUs曲ge．Ｃ(P､加ｒｃｄＤ“ign・Addison･WCSley

Pro吟$ioI1al．】９９９．

･香輔：ＪｏＡｎｎＴ・Hackos＆､JaniceCRedish，ＵｓｅｒａｎｄＴａｓkAnaIysisfbr

II1IermccDcsign，ＪｏｈｎＷｉｌｃｙ＆Sons，１９９８．

．ウエプサイト：hllI》://ｗｗｗ･ｎｉｇａ､ｏｒg/c(ｈ、《〕ｇｒｆｌｐｈｙ－ｐｒｉｍ巴r／（Ａ１ＧＡ，Ａｎ

ｌ§IhI】olgraphyPrimer）

“
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5章のまとめ

ストーリーテリングは新しい方法論ではありませんが、ＵＸデザインのど

んなアプローチにも適用することができます

・ストーリーテリングをＵＸデザインに組み込むことは新しいアイ

デアではありません。さまざまなアプローチや方法論でユーザーが

どのように鯉,'１１.サービスとインタラクションするのかを伝迷する

ために、いろいろな形式のストーリーが川いられます。

・ストーリーはプロセスの概々な時点で役に耽ちます。たとえば、有

効な楕報を集めているときや、データを分析するとき、折しいデザ

インを作成するとき、デザインをＩＩｌＷ１１１ｉすあとき、そしてチームとイ

ンサイトを共ｲ』す為ときなどです。

次の６～１０章では、上‘１１』のトピックについて具体的に示し、ＵＸデザイ

ンにストーリーテリングをうまく川いる祥しい方法に焦点を当てます侭
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Ｕ矧総ﾂ重黙蛎蜜!:縦駕悲驚
効果的にまとめられます。

すべてはユーザリサーチによってストーリーを集めることから始まります。対

象とするオーディエンスを想定するかどうかは別として、群細なレベルでのタス

ク分析とユーザーのモチベーションを理解することにより、価値のあるストー

リーを巣めることができます。

ユーザーから聞いたストーリーは、そのリサーチが対象とする世界全体の第一

印象になります。ストーリーはデザインの対象ユーザーが持つゴールやモチベー

ション、噌好の理解を助けてくれます。そして、豊かで細やかなエクスペリエン

スをデザインするために役立つ、彼らのパーソナリティや行動特性の理解を深め

てくれます。

９
実際に顧客に会うことが、ストーリーの語り方を変えます

ラエル・ベイリーはコンテンツストラテジストで、コミュニケーショ

ンプロダクトの制作やマネジメントを担当する組織をサポートしていま

す。彼女は、顧客の声を聞くことで企業の市場開拓に変革をもたらした

ストーリーを脳ってくれました。

殴近、私は新しい企業のウェブサイトに関するコピーラインティング

を頼まれました。そのとき私は、オーディエンスに質問することから作

業を始めました。彼らはスモールビジネスためのPAA５.'を提供するた

めに、新しい会社を股立するというアイデアを持っていました。オー

ナーのビジョンは、「わたしのおばあちゃんでも使い方がわかる、簡単で

使いやすいソフトウェア」というものでした。そのアイデアは、スモー

ルビジネスのニーズに合わせてドラッグ＆ドロップでカスタマイズでき

るソフトウェア開発モジュールを提供することでした。

私は、彼らが顧客について全く考えの及ばなかったことをすばやく実

現しました。彼らはマーケットの類似サービスのリサーチを行おうとし

ていましたが、スモールビジネスのオーナーがそのようなサービスをど

う使うか、あるいはそれをどう探すのか彼らにはわかりませんでした。

私はコピーを画くために、ＵＣＤプロセス全体の支扱と実施を行う必要が

ありました。

私は数名の顧客になりそうな人を典めて、インタビューから若手しま

した。ここで発見したことは、みんなを驚かせたようです。新製品はス

モールビジネス（一般的に従業員が100人以下で年間売り上げが５億円
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以下であると定袈されている企業）のためのものであると聞いていまし

たが、私は２回目のインタビューで、ターゲットとするマーケットがス

モールビジネスではないことに気づきました。それはむしろ、マイクロ

ビジネスかもしれないと。年間売上が,００万ドル以下の、オーナー自身

が運営する従業員数'０名にも満たないビジネスです。

これらの顧客は「プラットフォームとしてのサービス」とは何か、ま

たPAA5がどのように利益を生み出すのかを知らないだけでなく、どう

やってこのような新しいサービスを探せばいいのかもわかりませんでし

た。彼らが旧報を検索して見つけたのは、オンライン論求書のような機

能にフォーカスした、ある特定の業務に特化したものでした。

彼らは思ったとおりのソリューションを見つけたら、彼らの｡パート

ナー（一般的には、彼らのサイトを梱築あるいは運用する開発者)．に対

し、どのようにそれを使うのかを伝えるための憎報を送ります。技術的

な観点や、提供されるサービス、機能については開発者のためのセクショ

ンで、技術的な側面だけが説明されていました。

澗在的な顧客にインタビューしてみて、私たちの製品は全く新しい方

法で脱明する必要があるとわかりました。マーケティングチームは今、

「ビジネスアプリケーションとサービス」を「オンデマンドＣＲＭ､2以上

のもの」として提供することを鵠っています。

おもしろいのは、最終的に彼らのウェブサイトにはほとんどコピーを

掲戦しなかったことです。なぜPAASがマイクロビジネスのオーナーに

とって役立つのかという長い脱明の代わりに、私たちは高性能モジュー

ルの名前を決めて、実際にあったサクセスストーリーを示し、ホームペー

ジの簡単な脱明ビデオと組み合わせました。それに加えて、サービス内

容を更に深く知りたくなるキーファクターであるコストについても掲載

しました。

ベストストーリーはその場から生まれます
ストーリーを収染するのに最も確かな機会は、エスノグラフィー、コンテクス

トインクワイアリー.３，フォーカスグループ傘４，観察インタビューなどの質的リ

サーチ･５です。

仏たちにとってIlHくということは、ただ捌在参加者が遇んで話す再築をIlHくだ

けではなく、それをどのように話したか、省略して話さなかったのは何かまでを

聞くということです。いくつかのストーリーはわかりやすくて直接的で、収集し

やすい我現で話されるでしょう。その他のストーリーは少しずつその内容をひも

６９



ICHAPTER6

7０

といていく必要があり、話されなかったことやコンテクストについては、収集さ

れたストーリーの祥細から発兇して推定しなければなりません。リサーチの現場

にいれば、エクスペリエンスを成立させる細かなディテールすべてを兄MHきする

ことができます。これは本当にリアルな感情的反応であり、意側しなかった時に

だけ起こる幸せな出来ﾘです。

⑨
どっちのリモコンがおもしろい？

私が大学生だった９０年代前半を振り返ってみると、フィリップスが

CD-1.6と名づけ短命に終わったメディアの技術開発のまっただ中でし

た。私の卒業研究へのスポンサーシツプとして、彼らは私にCD-Iプレー

ヤーとそのシステム専用にデザインされたいくつかのケーム、そして２

つの異なるリモコンを貸してくれました。

クリスマスの季節が来て、学生が休暇のために家に帰る時期になると、

私はCD-Iプレーヤーとそのリモコンを家で試すために貸して欲しいとお

願いしました。私の知人の３人の小さな子供たちがきっと気に入ってく

れると思ったからです。もちろん私もそれを気に入っていました。大学

院生には無料というマジックプライスだったのですから。

私たちは友違や小さな子供のいる近所の家族と一緒に盛大なクリスマ

スディナーを開いて、みんなにそのプレーヤーを試してもらいました。

彼らを見ていて、フィリップスに伝えるべき２つの亜要な発見がありま

した。

１つ目は、家庭での使用に問題があるということです。とうやら製品

のテストは実際の子供がいる家庭では行われていなかったようで、子供

がヨチヨチ歩きで家の中を歩き回るか、少し飛び跳ねたり転んだりする

だけで、木製の床からの振動がＣＤ-1プレーヤーをスキップさせたり、プ

ログラムのハングアップを引き起こしていました。コンクリート床の建

物にある研究室では快鯛に動いていたのでしょうが、実際に製品が使わ

れることになる家の中では問題があるようでした。

２つ目は、２つの有線リモコンについてです。ひとつは、黒くて小さい

単純なリモコンで、方向キーとアクションボタンが付いていました。実

用面を強畑した機器で、使用方法は使いながら学ぶ必要がありました。

もうひとつのコントローラーは、「子ども用リモコン」だったのですが、

実際には、大人たちにとってもよいものでした。６インチのトラックボー

ルは明るい黄色で、本体は白でした。そしていくつもの赤と胃のボタン

が槙についていました。プラスチックで作られたこのリモコンは快適で、
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しっかりした感じがしました。

使うのが楽しくて動きもよく、学習する必要もありません。ただ使う

だけでいいのです。それは私が今まで見たフィリップスの製品の中で工

学的にもデザイン的にも最もよく設計された物だったと思います。みん

なこのリモコンが気に入りました。私はこれが市場に受け入れられるか

どうかはわかりませんでしたが、CD-lプレーヤーそのものよりもずっと

いい物だったと思います。

ストーリーの情報源は身近にあります
もしリサーチに行けなくても、身近にあるものからストーリーを見つけること

ができます。たとえば、蛾初は決まった質問への符えを得る目的で行ったユーザ

リサーチでも、ストーリーの悩報源になることがあります。リサーチとユーザビ

リティテストにはたいてい、参加者がオープンな質問に答えたりコメントしたり

する機会が用意されています。

それらのコメントはとても知いかもしれませんが、後でストーリーを染めるヒ

ントになります。面接ユーザリサーチを行うことができない場合でも、多くの1111

接的な悩報源からストーリーを収集できます。

・サーチログとサーバーログ：ウェブサーパーのログ、パス分析、検索ロ

グ、そしてユーザー行動を計測する方法は、ユーザーがサイトや製品・

サービスと関わる際に行うことへ定賦的な所見を与えてくれます。この

データはユーザーとサイトとの間の会話と捉えられます。データの奥に

潜むストーリーを探求することで、人々が製品やサービスを使う方法や

理由について、よりよい視点を得られます。７章にある｢ゴールデンペー

ジ」についてのストーリーは、サーバーや検索ログのデータからどのよ

うに詳しいストーリーを導くことができたかの好例です。

・カスタマーサービスの記録：カスタマーサービスや問合せ記録にアクセ

スしてみると、そこに潜む多くのストーリーを見つけられるでしょう。

Ｅメールやウェプの問合せフォームは、たいていは豊富なコンテクスト

の記述を伴った、ユーザーの言業による質問が含まれています。カスタ

マーサポートログは間合せられる質問の分頬と概要を提供し、入力され

た個別の仙報はあたかも観察ログのように吸うことができます。

・トレーニングとセールスデモ：セールストレーニングのクラスを抑辿iし

ている訓師やセールスデモを行う人々は、新しい製品・サービスに関心

のあるユーザーとダイレクトな接点を持っています。この悩報はめった
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に集められることがないのですが、トレーニング部門の人たちと雌食を

共にすることによって、この斬たな仙報洲に接触することができます。

彼らはたいてい、ユーザーがクラスで質問したことや、製品・サービス

の使われ方についての知見、あるいはユーザーが問題を説明する方法に

ついて、話の棚となる多くの悩報を持っているはずです。そしてそれら

はすべてストーリーのきっかけになります。

・マーケットリサーチ：特定のユーザー、あるいはマーケットセグメント

に対する全般的な競合リサーチからは、イメージや感情的な反応、ある

いはインタビューの断片のような、ストーリーのための生の素材を集め

ることができます。

・眼度に関するデータ：洲足度澗盗での剛秤の意見と態艇は役に血つス

トーリーであり、特にリサーチ項Ｍがオープンな蘭間や典体例を求めて

いる瑚合には役に立ちます。

現住行っているユーザリサーチから得られたストーリーと合わせて、上記の傭

報源からの材料も使用できます。それぞれの情報源は、ストーリーに微妙に巡っ

たバリエーションを与え、全体的なユーザエクスペリエンスに対する暇かでバラ

ンスのとれた視点を設定するのに役立ちます。

ストーリーのもうひとつの仙報源は、数多くあるソーシャルメディアネット

ワークです。公式か非公式かを問わず、サポートサイトやユーザフォーラムでは

特定製品の使用に関する括題や、問題の解決方法についての会話を簡申に兇つけ

られます。‐一般的なＳＮＳは、多くのアクティピティやインタラクションからイ

ンサイトを提供してくれます。

これらのサイトは掘り下げれば情報の証叩になります。人々 がストーリーを語

るだけでなく、他の参加者も反応して、股初の賀間やコメントからストーリーに

が巻き起こります。これはあるトピックに関するストーリーのコレクションをも

たらしてくれます。

ストーリーを聞きましょう
普通は直接ストーリーを集めるための準備はしないと思います。しかし、

ちょっとした手間をかけることで、ストーリーを|Ⅲく機会と時間を設け、ユーザ

リサーチを柵造化することができます。

ユーザリサーチを計imiする際、たいてい一連のＷｉ間が念弧にあり、セッション

を設けてその凹答を得ます。おそらくフオローアップの質問や、動機と態度をよ

り深く渦ぺる時間があるはずです。ストーリーのリスニングも全く同様です。少
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しでも蹄を脱線する時間があるなら、あるいは調夜参加者に慎砺に琴える余地を

与えられるなら、表而的あるいは苛踊的なことだけではなく、彼らの同答の背後

にあるエクスペリエンスの深間レイヤーを探索することができます。ペストス

トーリーを見つけることができるのは、このようなときです。

たとえば、テレビのリモコンの新しいコンセプトをテストしているとします。

参加者が簡単にその新しいデザインのリモコンを使えるのか、そのリモコンに備

えられた機能が彼らの使い方にどの礎庇フィットするのかを知るために、あるタ

スクを行ってくださいと頼むでしょう。各タスクの終了後には、彼らにリモコン

を使ったエクスペリエンスを評価して欲しいと頼むでしょう。その会括はこのよ

うになるかもしれません。

洲在圃：どうでしたか？iWiIllでしたか？何か問題はありましたか？

参加者：う－ん、いやいやいや。特に問題はありませんでした。とても簡

単でした。私の夫はおそらくずっとできないままでしょう。しかし、私

にとっては問題ありませんでした。

リサーチャーとして、今２つの選択肢があります。ノートに「問題なし」あ

るいは「タスク成功」と許いた後､次のタスクに進むことができます。あるいは、

参加将の夫のことをさりげなく間間して記録することもできます。そこにストー

リーがあり、何かを見つけるチャンスがあるのです。この夫蹄のIHlにある述いは

何でしょうか？彼らはこの述いを回避する（あるいは利用する）ために、家庭

の１１$でどうやってテクノロジーを使うのでしょうか？このようなストーリー

は、ただ股終報侍曹にスパイスを効かせる材料ではありません。

これらのストーリーは新しい理解を深め、今まで見過ごされてきた使川領域に

気づかせてくれます。言い換えると、これらのストーリーは新しい製品・サービ

スのアイデアを導くことができるのです！話を引き洲す最も而単な方法は、彼

らに聞くことです。取り組む相手に約:可を与えることで雌頬の符え以l:のものを

もたらしてくれます。知い質問をいくつかする代わりに、ひとつだけオープンな

質問をします。あるいは柵をするためのよびかけでフォローすることもできま

す。それはこんな悠じで進むかもしれません。

あなた：あなたはどのくらいの頻度でオンラインショッピングをします

か？

ユーザー：少なくとも週にｌＩｎＩは。それ以上にする時もあります。仕覗

目的も含めてですか？私はいつもそうしてます。

あなた：では家庭用として闘うものに話を移しましょう．ｎ分白身のため

に最近オンラインで買ったものは何ですか？
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ユーザー：ええと、紙のカタログで兇つけたセーターでしたね。

あなた：それについて教えてドさい。

ユーザー：私は今でもこういったジャンクメールを受け取るのですが、そ

のうちのいくつかは、私の好きなお店からのものなんです。メールを

ざっと眺めて、欲しいものにマークをつけます。ほとんどの場合はこれ

で終わりですが、時々、その欲しいものがまだ光っているかどうか、

ウェプに見に行きます。待つことがお金を使い過ぎない－．番いい方法で

すね。欲しいものが売り切れていたら、決断を先延ばしにする。ただ、

それが本当に欲しかったものだとしたら…。

今、この人がオンラインで買物するだけでなく、カタログも見ていることがわ

かったでしょう。また、本当に欲しいものだけを買うためにちょっとしたゲーム

をして、本当に欲しいものだけ剛人しようとしているかの確認をしていることが

わかったでしょう。これは、人が物を買うときに異なる情報源をどのように組み

合わせて利用するかといった、人きなテーマのストーリーに盛り込めるディテー

ルのひとつになります。

一度「なぜ？」あるいは「それについて教えて下さい」と質問する判悩を身に

つけることができたら、後はただ彼らについて紙してもらうようお願いするだけ

です。たいていの場合、それで話を始めるには十分なことがわかるでしょう。覚

えておいてほしいことは、ストーリーはllHくことから始まるということです。イ

ンタビュアーとしての仕事は、参加者にあなたが注ｕしていることは何かを知ら

せ、彼らが柵をする時に心地よくいられるようにすることです。

グループにお互いのストーリーを

話してもらいましょう
ストーリーを染めるためのもうひとつの方法は、グループでお亜いに話をして

もらうことです。ひとつのストーリーがもうひとつのストーリーを導き、それぞ

れの人が自分自身のストーリーを話したくなる仙向があります。この傾向はス

トーリーを収典する機会をさらにjWやすために利州できます。

フォーカスグループにおける古くからの問題のひとつに、自信のある参加者が

少しI:I付のない参加者の話を圧倒してしまうことがあります。これはたいてい、

社会的立珊が低い人々や、きちんと教育されていない人々を含んでいるためで

す。２００５年にＢＢＣの挑み習き能力戦略の'１M発を支援したジョン・コーヘンに

よると、ストーリーテリングはリテラシーの低い人が彼ら自身を表現するための

強力な手段だそうです。
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"ストーリテリングは、回答者の堆活における商業的または社会的な問題

や、ブランドまたは製品・サービスへの感じ方をリアルなものにする彼ら

の個人的なストーリーに、基盤を与えるものです｡”

一マシュー・セッカー瞥rRcsearchMagazine』より

たとえば、ストーリーテリングをフォーカスグループのセッションに取り入れ

ることができます。典烈的なフォーカスグループでは、何棚類かのプロトタイ

プ、あるいはメタファーとしてのイメージやストーリーから始めるかもしれませ

ん。それからそのメタファーについて一迎の質問をします。一部の人は急に質問

に対する答えに飛躍するでしょう。彼らのうち何人かはたとえとしてストーリー

を淵ろかもしれません。

この瞬INlは彼ら向身にストーリーを耐してもらうことに活川できます。どんな

グループと一緒でも、全貝に自分の冊が回って来たか碗認しなければなりませ

ん。物筋かな参加者は、意見を言ったり単刀直入な質問に答えたりするよりも、

きっと燐心してくれるでしょうし、もしかすると他のストーリーを少し付け加え

てくれるかもしれません。

⑳
期待以上のことを学べるとき

私は、脳卒中のリハビリをする人の治療装置の新しいコンセプトを探

索するため、ある小さなリサーチプロジェクトを行いました。これは、

私にとっては理解が難しいコンセプトでした。私は理学療法のルーチン

とリハビリテーションセンターについてほとんど知りませんでした。私

が想像できたのは、脳卒中患者は世界がひつくり返ったような状況に画

かれているということだけでした。

私たちは利用できるプロトタイプを持ち合わせておらず、コンセプト

を脱明するスケッチが何枚かあるだけでした。１対１のインタビューを

行う前に、私たちは彼らに３人一組のグループを作ってもらい、お互い

に賭し合ってもらうようにしました。彼らはすぐに、私たちをほとんど

無視するかのように、お互いのリハビリ経験について質問し始めまし

た。私が彼らの会話を聞くだけでよかったのです。

私たちが学んだ最もおもしろいことのひとつは、彼らがどれだけリハ

ビリが嫌いかということでした。私たちの提示したコンセプトには、患

者たちのためにリハビリのプロセスをモーターする方法が含まれていま

したが、この機能は彼らが脳卒中になった後にどれだけ能力が低下して

しまったかを表すものだったため、深いフラストレーションを彼らに与
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えてしまうことが明らかになりました。私たちは、新しいコンセプトに

対して彼らの好き蝿い以上のことを学ぶことができました。

このような小さなグループの副産物は、他者に彼らの経験を組知させ傾聴の機

会を与えることです。もしグループの人々 がお互いにストーリーを話し合う適切

な場所や空間を川蔵できれば、より深いインサイトを柵ることができます。

記憶に残る出来事を探索します
ストーリーを収集する技術の基本として、ジョン・フラナガンによって開発さ

れたクリテイカル・インシデント・テクニックがあります。製品・サービスやエ

クスペリエンスに側する意見をⅢくかわりに、最近起こった出来u１１に対する意見

を蘭問します。この形式的な方法は、ミッションクリティカルなシステムを評価

するために用いられます。しかし、人にあるひとつの出来叩のストーリーを話し

てもらうアプローチとしても活用することができ、日常の経験を話してもらうお

もしろい方法になりえます。

忠
生と死一私の視点を変えた出来事

鯛盃方法について幅広い知識を持っているチョーンシー・ウィルソン

は、クリティカル・インシデント・テクニックの実践的な使用例として

次のような脱明をしています。

顧客を訪問した時、アプリケーションやシステムが彼らの仕駆や酔判

をどのように助けているか、あるいは傷つけているかインタビューを試

みました。私がこのインタビューで耳にした通も印象に残っているス

トーリーは、ある一流の医療センターでインタビューを行っている時に

得られました。

私はｌＴマネージャーと、バックアップとリカバリーのソフトウェアの

ユーザビリティについて鰻臆しており、ここ数ヶ月の間でこのソフト

ウェアに閲して亜大な顧故があったかどうか間間しました。彼は少しの

間考えて、そのシステムが何ヶ月もの間、何の問題もなく動作していた

と説明しました。

この期間、システムをセットアップした人は退職し、あまり経験のな

い技術者が新しく配個されました。私が訪問する数ヶ月前に、医禰セン

ターでは亜大な停睡問題が発生し、手作業の介入が必要となったのです

が、システムに詳しくない新しい技術者は復旧するために何時間も費や

してしまいました。ＩＴマネージャーは「これは本当にまずかった、なぜ
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なら私たちは手術室でも、患者の部屋でもコンピュータ化されたデータ

に依存してきた。数分間であっても、データがないということは生死を

分ける状況だ」と語りました。

私は、システムを堀源障害や他の災害から復旧させるために失われた

時間が、会社に多額の損失を与えることを知っています。大手金融機関

の場合には数百万ドルにものぼります。しかしこのＩＴマネージャーの短

いストーリーは、使いづらいバックアップやリカバリソフトウェアにつ

いての見方を変えてくれました。それから、私はこのシステムの貧弱な

ユーザビリティが事故の原因であり、タイムリーで正確なデータに依存

している人々にも危険な影響を与えると考えました。

もうひとつの実用的な教訓は、手作業での修復を必要としないようプ

ロセスを自動化するとき、修正されたユーザインターフェースやj襲れた

システムのリストアのために肥憧しやすいストーリーを作る必要がある

ということです。

それらのストーリーは出来事やユーザーのふるまいの例だけでなく、

イベントが起こるコンテクストの悩報を与えます。自分独自のストー

リーを作るときは、後でそれらのコンテクストの鮮細を使うでしょう。

ストーリーを観察することができます
もし誰かが何かをしているところを観察しているのなら、何を言っているかに

加えて、どのようにしてそれをしているかも見てください。彼らのふるまいは、

両葉によるものと同じくらい蝦かなストーリーを提供してくれるかもしれませ

ん。

時々、単なる観察によって、期待していなかったインサイトをユーザエクスペ

リエンスにもたらしてくれます。本評のためにストーリーを染めながら、ユーザ

エクスペリエンスに大きな改稗をもたらすストーリーを数多く耳にしました。

・あるグループは大きくて皿い荷物を開ける人をみて、紺をリフトオフの

蓋としてデザインできる、つまり箱を１１Mけて１W物を上から取り冊す代わ

りに、梱包していた箱そのものが上に持ちkがるべき、というインサイ

トを得ました。

・ドキュメントの特理者は、多くのユーザーが製姉マニュアルをMHくこと

がないことをＭＩＩ客訪問するまで知りませんでした。

・３つの州をカバーするコールセンターで、股も優れたコールセンターの

代表は、各州に窓口を開いており、州ごとに異なる背溌色を与えていま

した。
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侍さんはおそらく、自分でもこのようなストーリーがあるでしょう。とても細

かい柵で、誰もイノベーションの韮礎になることだと思って首及していないかも
しれません。

新しい状況や環境に入った時は、すべてが新鮮に感じます。そのような状況の

早い段階、つまり内部の人になる前の時点は、その環境で人が他者とどのように

関わるのかを観察してストーリーを得るよい機会と言えます。

ｒＵｓｃｒａｎｄ'1粒skAnalys胎腕〕rInlcI･胸ceDesign』において、ジニー・レ

デイッシュとジョアン・ハッコスは、噸容訪問を実施してその環境の特徴をノー

トに取る皿要性を語っています。家具の蚊ぺ方やそのデコレーション、誰かの仕

堺環境や照明、あるいは特別な衣装や安全装悩などもそのノートに含まれます。

同橡に、もし誰かの家や特定の個人の環境にいるときには、彼らがどうやってそ

の猟境を目分流にアレンジしたのかノートを取りたくなるでしょう。

文化人類学者は文脈的観察を、親しみのあるものを奇妙なものとして、あるい

は奇妙なものを親しみのあるものとして捉える方法だと言っています。ジュヌ

ヴィエーヴ・ベルとインテルの同僚たちは、家庭とキッチンのような親しみある

琉境について研究しています。彼らは、あるコンテクストや対象物を新しい方法

でじっくり観察する方法として、異化について譜っています。ｒ変にすることで

つくる一異化と家庭用技術のデザイン』という記事で、彼らはよく知る状況を

じっくり観察するために細かく沓かれた記述を使い、慣れ親しんだ環境とその対

象物にどのように新しい光をあてるかを述べています。

技術や恢擦のような特定の専'111分野に従ﾘＩしていると、慨れ親しんだものを新

しい視点から見るのは難しいでしょう。知らないと想像すらできないという聴本

概念が身に染みついているかもしれません．

ある状況に初めて遭遇した人からもたらされるストーリーは、皆さんとチーム

のメンバーに、その経験がどのようなものだったのかを思い出させてくれるで

しょう。

もし新しい状況で働いているとしたら、物理的な環境を注意深く剛察すること

も亜要です。私たちは普段あまりルーチンワークに関するストーリーを語りませ

ん．スティーブ・デニングが挙げているように、「魚は水について語らない」の

です。ですから、ルーチンに関する祥細やそれが人にどう影騨を与えるのかを気

づけるかどうかは、あなた次節です。

当たりIMIに想定されることについて徹間するとき、新しい機会を得ることがで

きます。
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趣車のドアは中から開くのが正しい？

ドアを開けるのが離しいだなんて、思いもしないでしょう。初めて英

国を旅行したとき、私は２つのパートに分かれたカンファレンスに出席

しました。第一部はブライトンで、第二部はサウスハンプトンで行われ

ました。その２つの町は英国の南海岸沿いにあり、６０マイルしか離れて

いなかったのですが、踊車で移動することにしました。そのためにはロ

ンドンの北部を通ってから、南部の町に向かう晒車に乗らなければなり

ませんでした。

ロンドンでのディナーで、同僚は移動の仕方について詳しい柵報をく

れました。２～３杯のワインを大ぶりのグラスで飲んだ後、正しい踊車

に乗り降りする手順がわかりました。古風で趣きのあるブリティッシュ

パブを去るときがきて、彼らは私を駅まで送ってくれました。私は皿車

に乗りこんで座り、皿車の時刻表を取り出して、通過駅を確腿しました。

降りる駅に勉車が近づくにつれて立ち上がり、近くのドアまで行って降

りる用意をしようとしました。

この瞬間、ドアにハンドルが付いていないことに気づきました。これ

ではドアを聞けられません。間違いなく乗車専用ドアだと思い、車両の

中の次のドアに移動しました。しかし、またハンドルがなかったので

す。晒車は私が降りる駅に近づき速度を落とはじめていました。すばや

く次の車両に移動したのですが、そこにも、そしてその次の車両にもハ

ンドルのあるドアは見当たらなかったのです。

ついに、皿車は停車しました。私は停車駅で降り損ねてしまいそうで

した。とっさに見つけた次のドアには窓が付いていて、少し開いていた

ので、私は窓から手を伸ばして外側のハンドルに手をかけました。ドア

を開け、加速する咽車から飛び降りました。ジェームズ・ボンドが走っ

ている乗り物からジャンプするとき、彼は巧みに転がり、白いタキシー

ドを汚さず起き上がります。

私は007ではありませんが、何とか地面に職地しました。私は思わず

叫びました。私は走っている晒車から飛び降りた！死ぬところだっ

た１

カンファレンスの最後に、再びヒースロー空港に向かう耐車に乗って

いました。このときは小さなグループで移動しており、私は英国人にな

ぜ咽車のドアの内側にハンドルがないのか尋ねました。「ああ、窓から手

を伸ばして外からドアを開けることになっています。それが安全な機能

なのです」

７９



ICHAF『ER6

8０

見たことやストーリーをより明硫にするためのイメージを得る方法として、写

典を見て似り返りたくなるかもしれません。メモや写真は、聞いた砿に新たな光

をあてることができます。ユーザーの説明は観察したことと一致していますか？

もしそうでないとしたら、認識が異なることについて興味深いストーリーのきっ

かけを手に入れたのかもしれません。

⑮
彼らは本音で賭していました

あるユーザビリティテストで、年配の女性参加者が、ウェブを使って

悩報を探したいとき、よくトラブルが起こると話してくれました。その

セッションの参加者は、自分の疑問を解決するためにいくつかのサイト

を使っていました。セッションでは自分の好きなやり方でウェブを閲覧

してもよく、時間も自由に使うことができました。彼らのうち何人かは

問題なくウェブサイトを閲覧していたのですが、その一方で｡不便．さ

を感じていることを報告してくれました。

私たちがこの唾不便”という言葉の重要性に気づいたのは、セッショ

ンから１週間ほど経ってからでした。彼らは自分たちの行動に破侶が持

てていないのだろうと考えていたのですが、それは間違いでした。

部屋の角に股通したビデオカメラを使って、セッションに参加してい

る人の上半身を十分に観察できるよう、広角で彼らを掴影しました。

参加した女性には、自分の首を前方にもたげている人が多かったので、

醗簡用めがねがなくてもスクリーンを見ることができました。しかしそ

の姿勢で１時間近く座るのは、身体的な負担が大きくなります。コン

ピュータを使って長時間仕事をした経験のない人にとっては、その負担

はさらに大きくなるでしょう、

彼らは身体的に不便を感じています。それはメタファーでもなんでも

なく、本当に身体的な負担を感じていたのです。

ストーリーを集めるコツ
もし厳密に柵造化したリサーチセッションを行った経験があれば、会祇の方向

性や情報の流れを徐々に変えることは、湖術した質問をただ順番に聞いていくこ

とよりも難しいことをご存知でしょう。ストーリーを集めている時も、捌査を脱

線させる可能性があることにうまく対処する必要があります。

気が散らないようにしてください

インタビューの相手があなたに話したいことは、相手にとっては砿要な場合も


