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あるのですが、リサーチにとって価値があるとは限りません。一方で、それはよ

り深い叩解への入り口でもあります。リサーチャーとして会括の主導桶を掘る必

要がありますし、ゴールから逸脱することなく人の話を聞く技術を訓練する必要

があります。話したいことがある人をリサーチ対象から外したくはないでしょう

(思い出してください、ストーリーは聞くことから始まるのです)。しかし、ス

トーリーを脱線させるのも避けたいところです。価値ある話への入り１１やきっか

けに対してIIlj戸をlⅢいておきつつも、ユーザリサーチのセッションを予定通り進

める必要があるのです。

もし、参加者がストーリーを興味のない方向に脱線させてしまった場合、いつ

まで彼らに話を続けてもらうかを決めなければいけません。そしてその会話を聞

きたかったテーマに炭す方法を見つける必要があります。彼らが説IﾘＩするエクス

ペリエンスのうち、リサーチに関係するかもしれないことを紙してもらうよう、

お願いしてもよいでしょう。あるいは、彼らの話しているテーマを光結してもら

い、次のトピックに移るのもいいかもしれません。

あなた：どれくらいの頻度でインターネットショッピングをしますか？

ユーザー：いつもインターネットで岡ってます．般近興ったものはセー

ターです。私はＨ分でセーターを編んでいます。実際、私は水野にウー

ルに夢'iIになっていたので、染色も何庇もしました。自然染料で羊毛を

染められるのをご存知ですか？ほとんどのウールは人I:の染料で染め

ている化学製品なのですが、自然染料で染めたものの方が質がいいんで

す。あと、私は水も典めているのですが、とてもいい感じのブラウンを

作ることができる樹皮があります。

あなた：なるほど、おもしろいですね。お話してくれてありがとうござい

ます。買い物の話題に戻るのですが、インターネットでそういうニット

製品を見つけることができるんですか？

もしインタビューの相手がリサーチのトピックから離れてしまったら、そのこ

と自体が皿要な仙報源であるといえます。脱線した珊巾を探るために時間を削か

なければいけません。

⑳
特に明砿な理由はないかもしれません

女性のへルスケアサイト閲覧に関するユーザリサーチのセッションで、

ある参加者は自分が知りたかったことを畑くるチャンスだと思って、こ

の樋会を利用しようとしました。私たちは彼女の求めに応じて、その代

わり、彼女にとってその情報がなぜ重要なのかを話してもらうことにな

８１
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りました。

彼女は自分の病状について疑問を持っていると賭してくれました。そ

して、その疑問を解決することができずに悩んでいたのです。私たちが

テストしたことは、彼女の疑問とは関係がありませんでしたが、彼女が

本当に欲している情報を検索しないように伝えるのは困難でした。私た

ちは、彼女が答えを見つけられなかった理由に興味を持ちました。

凧終的に、彼女は別のサイトで１０分ほど検索していました。同じ検索

キーワードを使い続け、関係ないものを見つけていました。結局、彼女

が訪問した別のサイトの検索結果ページに出ていたある悩報が、彼女に

手がかりを与えました。

彼女はサイトで使われている医学的に正しい言葉を入力して、すぐに

答えを見つけることができたのです。

このケースでは、参加者は私たちが与えるタスクを拒もうとはしませ

んでした。彼女は単に、心の中で別の何かを考えていて、私たちのユー

ザビリティテストを、答えを得るよい機会だと捉えていたのです。

私たちは、彼女が使った検索機能から亜要なことを学びました。そし

て患者たちが、どのくらいの時間、自分の病状に間する傭報を探してい

られるかについても学ぶことができました。

このような状況に対処することを学びながら、リサーチのゴールに焦点をし

ぼっていきましょう．何が学ぶべきことかがわかるまで、脱線した話を追って幻

覚をみるような体験はしたくはないでしょう。

ストーリーを集めるための構造をつくりましょう

ストーリーを巣めたいのであれば、そのための時間を確保できるようにリサー

チを故計する必要があります。ひとつの方法として、オープンクエスチョン（自

由な形式でｕ杵できる質問）とクローズドクエスチョン（イエスノー形式で１回l答

する質問）を組み合わせる方法があります。トピックを作るために、蝋純な質問

から始めて、次第に詳しい内容の質問へと会詔を進めていくことができます。表

6.1にその例を示します。

時々、何もコメントすることがないような場面に出くわすことがあります。も

しそのような期、に出会ったら、２つのゴールを通成したことになります。ひと

つは、基本的な髄問に対して回答を得たこと、もうひとつはそのコンテクストや

シチュエーションでさらに詳しいことを話してもらうチャンスを得たことです。

会識室に座って、肩越しにビデオカメラで搬影しながらクリップボードの質問
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表６．１インタビューの柵成

やり方

あなたが話したい活動についての抽地を

築く悩問から始める。

質問は「はい｣、「いいえ」で簡単に答え

られるようにする。

この活動が相手の仕事や生活にどのよう

にあてはまっているか、イメージを得る

ための側問をする。

この側間への標準的な回答を示唆しても

よい。

特定の蛎例について考えてもらう質問を

する。

特定の出来邪が頭に浮かんだら、その状

況を繰り返して、正しく理解しているか

を'碓偲し、スト・リ・‐全体について質問

する。

例

｢○○をしたＺとがありますか？；

｢○○はよくどのようにしますか？」

｢なぜ○○しようと決めたのですか？」

r仕顎半や家でいつもすることを孜えてく

ださい」

｢最近○○をしたのはいつですか？」

｢そのことについて教えてください」

川紙にメモを取っているのなら、参ﾉ１１1/fがそれぞれの鷲間に対してとてもWW洲に

憐えようとしても聴かないでください。

もし彼らの心を開きたいなら、彼らが反応できるものが必要です。たとえば、

デザインしている製品やプロトタイプがそれにあたりますし、オフィスの111に転

がっているものや、家のステージセットでも構いません⑨Ｐ＆Ｇ輩７は、未来の家

研究所（Fulu1℃ＨｏｍｃＬａｈ）を;没1Xしました。この研究所は、キッヅ．ンやラン

ドリールーム、そしてリビング（フォーカスグループのための部雌をIji:i没）を１Ｗ

えており、完令に人が住む家のつくりをしていて、実際に製品が使われるコンテ

クストの【|iで願容と話をすることができます。彼らは人が実際の21;活を思い川す

ことで、よ')｣剛:な怖報をリサーチからi(｝られると感じています｡たとえば、i1Ill

腿がI|‘liく11{・い所にいると、キッチンにいる|IJiのことを思い出してもらえます。あ

るいは、子供と一緒にいると、彼らの′k活がいかに忙しいか、そして時に混沌と

するかを思い出してもらうことができます戸

隈
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霊
コンテクストが答えを変えます

キャロライン・ジャレットは、英国ですべての被屈用者に送られるア

ニュアルパック（確定申告宙)、合計130万パックの胴査を依頼されまし

た。この冊子は１センチほどの厚みがあり、記入用紙とガイダンス、そ

して上質紙にカラーで印刷されている２２枚のヘルプカードが入っていま

す。毎年実施される顧客満足度咽査では、この申告番は使いやすいと評

価されていたのですが、私はこの鯛査を実施したエージェンシーに対し

て、個人躯業主にインタビューさせてほしいと提案しました。私はその

パッケージの実物を入手し、個人事業主が働く実際のオフィスに近い

セットを作ってインタビューを行いました。

インタビューの結果、典型的な出来醜がひとつのストーリーになりま

した。ある素敵な婦人が、破定申告密のうち彼女のビジネスとは間係な

い部分（パッケージのほとんどですが）を傍らに画いて、バラバラとめ

くり始めました。彼女はヘルプカードを手に取ってこう言いました。「あ

あ、これ。本当に役に立つのよ｣。私は、「それはおもしろいですね。カー

ドに－通り目を通して頂き、あなたが使ったカードの内、どれが股も役

に立ったか教えてもらえませんか？そして、もし面倒でなければ、ご

自分のファイリングシステムの中から以前のコピーが見つけられません

か？」とお願いしました。すると彼女はカードをめくりながらすぐに、

｢ああ、今思い出しました。私は去年もらったこの用紙の西暦の数字を直

して使ってました｣。政府は彼女にかなり高価な２２枚のリサイクルでき

るカードを送っていたことになります。

後日、このパッケージはデザインをやり直すことになりました。

会話を自然な流れで進めましょう

話し相手が心地よく話せる状況を作る必要があります．彼らにはｎ分の好きな

方法で蹄してよいのだという下がかりが必要です。どんな佃報が求められている

のかわからない可能性もあります。彼らが気分よく話し統けられるように、いつ

でも髄間できる準備をしておく必要があります。

カジュアルな会話ではたいてい、そこにいる皆が平等に会話しているような均

衡のとれた状態を取ろうとします。インタビュアーとしては、調査参加行ともっ

と紬すために、会括のバランスをあえて不均衡な状態にする必要があります。発

曾を雌小限に抑え、会話の流れを維持する方法はいくつかあります．ジュディ・

ラメィの、「うまくいく“シンキング・アウト・ラウド（thinking-oul-loud、思った

ことを口に出して言う)"」では、役に立つ方法が紹介されています．ストーリー
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をさえぎることなく全員に話す順番を回すことができます。

･エコー：相手が雌後に発した司集やフレーズを、そのまま彼らに質問と

して返すテクニックです。エコーは社会的な対話をつくり、会話を発鵬

させることができます。相手が何かを話し、あなたがそれを繰り返しま

す。そして相手が次のことを鮒しだします。なぜならこれが会話の中で

川待されていることだからです。瑚合によっては、Ｅｉ葉によらない合図

だけでも十分かもしれません《，爪要なのは会話の中で侍さんが納す排を

作ることで、相手の気を散らすことなく会話をコントロールすることな

のです。

ユーザー：これはわかりづらいですね。

あなた：わかりづらい…。

ユーザー：はい、わかりづらいですね。私はこのリンクかあのリン

クかどちらを使うべきなのかがよくわかりませんでした。

･会話の不均衡：まるで蘭閲しているように発言をしりすぽみにして、声

のピッチを上げて終わってください。すると相手は、たいてい発討を補

完しようと答えてくれるでしょう。これは会話の中で「あなたの稀を作

る｣、つまり棚手に上下に１１１１冊を返す方法なのです。

ユーザー：私はあのアプリケーションをダウンロードしたいのです

が、ダウンロードの手順がとてもわかりづらいのです…（次第に

声が小さくなり、やがて耐がIこまる)。

彼らに会諦を統けさせる５つのよい返符の方法があります。

あなた（１）説明がわかりづらいのですか？

あなた（２）あなたは…を期待していた。

あなた（３）わかりづらいですか？なぜならそれは…．

あなた（４）それであなたは…。

あなた（５）う－ん、ふむふむ。

どんなテクニックを使ったとしても、柵手が答えるべきことを教えないよう、

あるいは勝手に解釈しないように注意してください。

相手と同じことを話すための新しい方法を考えようとせず、彼らの補葉を使う

ようにすれば、たいていの場合は問題ありません。

ユーザリサーチでストーリーを染める時Ⅲlが硫保できれば、新しいアイデアを

発見できるかもしれません。相乎にＩ:1分のストーリーを語る時間を与えること

で、それまで聞こうと思わなかったことまで知ることができるでしょう。

８５
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他が全部駄目だとしたら

人はたいてい、できるだけ短く答えようとします。水淵にシャイでコミュニ

ケーションの苦手な人から何かを引き出さなければならないときは、まずあなた

からストーリーを話すといいでしょう。人はあるストーリーを聞くと、たいてい

自分自身のことを絡めて応えざるを得なくなります。インタビューの相手があま

り語ってくれない時に側えて短いストーリーを川慰しておき、いつでも取り出せ

るようにしておいてください。たとえば、次のようにです。

あなた：あなたはｅコマースのウェブサイトをiMjれたことがありますか？

参加者：はい。

あなた：岐近ではいつ頃訪問しましたか？

参加肴：先週になります。

あなた：そのサイトを訪問して、何をしましたか？

参加者：買い物をしました。

あなた：その買い物について教えてください．

参加者：セーターをＨいました。

あなた：（待つ）

参加者：（沈黙）

あなた：私も雌近セーターを買ったんですよ。自分川ではなくて私の犬の

ものなんですけどね。青いセーターでした。誕生日プレゼントに側った

んです。あなたの１１Mは誰に買ったんですか？それは特別なものでした

か？

参加者：自分に岡いました。私は明るくて阻知な券開気のものが欲しかっ

たんです。それで私は、この赤いセーターを兄つけたんです…。

この場合のゴールは、個人的な情報の一部を共打することによってディスカッ

ションを始めることと、相手を対等な立場に置くことです。コツは誘導尋問にな

らないようにすることです。たくさん喋る必要はありませんが、典火でなければ

いけません。符段しないことをやろうとしたり、経験したことのないことを要求

しないようにしてください。

一庇彼らがストーリーを謡してくれるようになれば、話を途切れさせないため

のテクニックを使うことができます。短くて参考にならない回答をＷびし始めた

ら、他のストーリーを引き出してみましょう。思いlＨしてください。突っ込んだ

蘭間も短くて切れのよいストーリーも、ユーザーと侍さんとの関係を柵築してく

れるはずです。たとえ、その関係が紙のように薄く、束の間であっても、自分と

関係のある人にはストーリーを話そうとするでしょう。
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２章では、ストーリー・トライアングルとしてストーリーテラーとオーデイエ

ンス、ストーリーの側係を説明しました．このストーリーテラーとオーディエン

スの間の根底にあるつながり、つまり洲代参加者とあなたの間にあるつながりは

非常に敢典です。彼らにはストーリーを語る身体があり、質問紙を使って行う洲

夜とは述うことを認識してください。

ノートにストーリーを書きましょう
もしきちんとノートを取れていなければ、どんなストーリー（やストーリーの

断片、イメージ、優れた引用）も作れません。うろ覚えのストーリーほどイライ

ラするものはありませんが、観察ノートの中には現場で見聞きした具体的なス

トーリー力甲かれているはずです。

もし観察ノートに立ち返って1W報を見つけられなかったら、二庇とその仙報を

得ることはできないでしょう。ノートがあなたを助けてくれるのです。

自分たちがしたいことをするために十分な時IlIlがあれば理想的ですが、プロ

ジェクトで必要以l:のスケジュールを確保するのは附雌です。そしてストーリー

を作るために必典な磯かなディテールも、たいてい必要以止なのです。

ストーリーを巣めるにあたって股も砿要なことは、自分の「興味をそそる話」

というフィルターをなくすことです。これによって、例外的なストーリーをノー

トに取る池備ができます。このときのフィールドノートは、事細かく書かれてい

る必要はありません。後からストーリーを思い出すことができる程度で１．分で

す。ノートを取ることで、いつでもそのときのことを思い出し、ディテールを61｝

き起すことができます。

ノートを取っているときは、その話がノートに取る価価があるかどうか、逃別

を行います。全く解釈を挟むことなくノートを収ることもできるかもしれません

が、ピデオカメラを侭く場所が違うだけでも、ストーリーの内容や強調する部分

に影響はあります。

ノートを取るときに、実際に使われた討葉を神き起しておくと後で役に立ちま

す。川拙のディテールや表現はストーリーの鍵になることがあるからです。そ

れらの司葉を知らなくても、とりあえず記録しておけば、その後のレビューで、

その言葉と共にパターンや知見を得られるかもしれません。あるユーザーが誤っ

て仙報を消してしまったことに関する以下の４つのノートを見てみましょう。

・ユーザーがセンテンスを削除しました。

・ユーザーは、誤入力や打ち直した文厳やコメントを削除しました。

・ユーザーは文章を削除しました（しかめ１ｍをしていました)。

#７
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「あ－，そこにあったのに削除してしまった…」と嵩って、文蹴を人力

しI点します。

・ユーザーは文蔵を削除しました。「ああくそ、なんで私がこの仙報を辿

加したかったのがわからないんだ…テキストを消したいんじゃないん

だ！」（テキストを入力し直しながらキーボードをバンと叩く）。

雌初のノートでは起こったことを説明していますが、懸悩や行動のディテール

を含んでいません。２つ1-1はイベント全体を細かく拠述しています。３つ目と４

つ1-1は直接的な引用と、ユーザーの感情を組み合わせてユーザーのリアクション

を脱明しているのですが、表現のレベルが違います。皆さんはおそらく、ただス

トーリーを聞いてるだけではなく、同時に他の情報も典めていることでしょう。

後でストーリーに加えそうなことをノートに取る時Ⅲlと、ノートのスペースを硫

保するために、ノートを稲理する必要があります。ジニー・レディッシュは、図

6.1のようなマルチコラムのフォーマットを使っていました。

最初のコラムは観察用で、２つ目のコラムはその観察から得た推測を記入する

ために使います。般後のコラムを使えば、ストーリーの素材になりそうな引川や

脱Iﾘlを簡単に記録することができます。

マルチコラムでノートを帖叩すれば、ストーリーとlml概に、兇たり聞いたりす

ることから得られるインサイトの発見が容易になります。

もちろん、TechsmilhのMorae率ｇのような記録ツールを使うかもしれませ

んし、テキストファイルやエクセルシートにタイピングしてノートを取るかもし

れません。もしそうなのであれば、２つの異なるマーカーをつかってノートを取

りましょう。たとえば、「Ｑ」をリ|川〈Quole）メモに、『S」をストーリー(SlDry）

になりそうなことや言葉のイメージのマーカーに使うのです。

この方法によって、ノートやデータからストーリーの素材を見つけることが簡

単になります。また、ノートの内容を後から確泌することも容易になります。

ノートを取るときは、先ほどの例のように細かくi叩き取る時間はないかもしれ

ません。しかしユーザエクスペリエンスをできるだけたくさん妃録できるように

ノートを取りたいでしょう．ありのままの表現を記録することも、ディテールに

関する手がかりを得る手っ取り早い方法です。たとえば、次のようにです。

・私はちょうどウインドウを閉じました。

・私は小さな×（バツ）をクリックしました。

もし音声やビデオをレビューしてノートをとるなら、これらのテクニックをう

まく活用できるでしょう。そのテープを見るのが初めてでも、参加していたセッ

ションやイベントの振り返りのために見る場合でも、ユーザー自身の言葉やス



ストーリーを巣める’

観察

プラスチックのプ園ナクタ稚

仙って料IIP本のページを広り

る。

レシピを読む‐

レシピに蝋っているすべての材

料を用意してカウンターの上に

揃える

F私i‘k料理チャンネルで放送し

ていた．番組でシェフが料理す

るの巻みてこれを覚えたの‘彼

らは小さなボウルの中(Lすべて

の側料奄入れていたわ」

別のキャビネットの:#:に入って

いるものを見つけるためにキッ

チンとの、を5,6回往復する

いくつかの材料を帥もって刈っ

ておく

推測

-ヤッチンで使われているコン

ピュタトj､いずれも水や吹から

防雄し、消潔に保つ必要があり

そうだ．

彼女はすべての材料を揃えた

か、念入りIL硫脚しているか？

ショピングリストは役に立っ

たのだろうか？

役に立つヒントや技が欲しそう

ｌ雷
JL

彼らの膳すストーリー

話：どうやって彼女は料瑳チャ

ン象ル逝みつけ、友達とみた‐

のたろうか？新しい技術を

マスタすることとの職いに

ついての彼女のストーリ

イメジ：キッチン･て手』古いを

する子供たちが、ぶつかる。

図６．１ノートを３列に分けて整理すれば（もちろん皆さんのやりやすい方法で整理し

ても柵いません)、ストーリーをわかりやすくするのと同時に、ヒアリングや観察

で得たインサイトが見やすくなります.

トーリーの話し方を聞く必要があります。

上船の例は、どちらのユー'ﾉ#－もなんとかウィンドウをＷ1じょうとしています

が、ﾊー ﾉﾉのユーリ:－だけが伐術川,|雌仙ってi鋤を脱|ﾘlしてい』〈す。これは、そ

れぞれのユーザーとコンピュータとの|M1係性の逆いを炎しているのです。

分析を容易にする他のコツは、各ユーザーのサマリーを,11:くことです＆そし

て、ノートの情報をそこに災約することです。サマリーシートには以lざのような

力州〔が含まれます

・デモグラフィックに|M1する綱''1とユーザーに側-11.ろ,id述

・彼らのアクション（彼らが行った場所、彼らがしたこと）に関するログ

・彼らの隅'|'陸説Iﾘ'するりl川や側察ノート

・特さんが聞いたストーリーの簡捌メモ

８９
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肌０

Ｐ＃（ページ名)一名前

(写真あるいはその他の説明〉

デセグラフィックス

年齢

性別

･仕謂

･その他

この人物を付礎するのに役Iｒ

立つ関i1l,屈性、役割やジョブ

タイトルや他のグル･プ情報。

コメント、引用、ストーリー

有用な引用のリストや観察、ストーリーの短い（･･ジ『ヨン。

1丁肋やタスクの分析

<例えば、訪問したページやサ

イト、完了したタスク芯ど）

ニーズ

(例えば、届もiI'要なユーザピ

リティや機能に間するニーズ）

図６．２柵造化したノートのテンプレート

・タスクの成功例、ユーザーの好み、質問データなど、その他ディテール

これを柵造化したう．１－マットに流し込むと、Ｉ＃川iにそのス|･一リーを雌紺す

ることができます。似１６．２でIjJ陛水的なテンプレートを、図(;,３では構造化し

たノートの記入例を紹介しています．

これは仕班猫が噌えるようにＩＩＬえるかもしれませんし、インタビューするすべ

ての参加荷に対してこうする|Ｗ間はないかもしれません。しかしこのようなノー

トテイキングがでぎるようになれば、分りi:にかかる時lNlを測獅できるでしょう。

また記憶が新鮮なうちに、セッションをまとめるチャンスが得られます。セッ

ションから持ち帰ったすべてのインプレッションを記憶することができるので

す。ジュディ・ラメィはフィールドスタディに関する沸述で、これを｢ヘッドノー

ト（皿注）の収染」とｆｌづけ‘j(した。もしリ･ﾘ･－･チームで伽いているのなら、

-,j･ぺてのメンバーの脱察結鵬もひとつにまとめるチャンスです。蝋めたものはペ

ルソナの材料にもなることでしょう。

6轍の駅注

＊’’'八八s：I>Iati'o】･ｍａｓＩｌＳｅｌ，viCt』の'１１冊伸、パースとよぶ。インター承ツトを通じてＩサー

ビス」として提供されている､ノフト‘ﾝエアの開発運川環境のこと。

＊２オンデマンドＣＲＭ：多様な航群ニーズに対応し、顧存満足庇を向|･していく経営手法の



ｽﾄー ﾘー を染める’

P5-ジミー

デモグラフィックス

･２０代中ば

･どこかの大学生

･自宅でウェブを利用してい

る

･消圃束として伽いている

コメント、引用、ストーリー

･ｲﾑはただ、こ・'1を自分のホームペジとして使います。ぱtj，

ならウ【ブでリインアップしだ時に、そのページが表示され

るからです。

･ストーリー：彼の嫁は、インターネットで誤って自分が欲し

いものとは別のものを買ってしまった。この注文をキャンセ

ルしようとしたが、それはできなかった。彼らは彼女の返品

を受け付けようとIよしなかった。そこで彼女は、猫終的にそ

の商品の代金をクレジットカードで支仏っ/と。それは、さほ

ど高い買い物ではなかったが、家族は皆、この悲惨な話を彼

女から聞かされている。そして長し､間、彼をオンラインから

遠ざけている。

･試合結果を控えておくのに、ＥＳＰＮを便っている友達は、

推帯錨話にスコアを送るのに洞か”を便っていて、ジミー

もそれを使いたいと思っている。

YDutubeが大好きで、友達と“おばかな“ビデオをたくさ

ん見ている。

図６．３柵造化したノートの例

安心してオンラインバンキン

グを利用することはできない

が、オンラインショップで買

い物をするだろう。

スポーツの試合結果をみるた

め↓(､ウテブ鞍,川用するｓ

,l,テルを１ンラインで予約し

たことがある。

新しいことはウェブで捜索し

て調べる。

お気に入りのページ

｡Ｍ〈ホムページ）

・ヤフー

･ＥＳＰＮ

．、veIodtyand＆pedia

･YbuTubG

,ＷｅｂＭＤ

,Sport5Authority

ニーズ：慣れ親しんだサイト

でする様に,‘失敗するこど

を恐れないようにしたい。

こと‘ウェプやコンタクトセンター、フィールドサービスなどを組み合わせて機能を提供する⑩

*３コンテクストインクワイアリー：システム開発における訓汽予法のひとつ、文脈的質問と

もいう。ユーリ'一のコンテクストの‘|Iに入り込んで質問を行っていく。代炎的なものに『師価

と弟ｆモデルｊがある‘，

*４フ:３．－カスグループ：マーケティング柵lfなどで使われる定性的,,lMjf手法のひとつ。グ

ループ対紬形式でｕ由に発言してもらい、製船やサービスに対する考え〃をヒアリングすると

きに使服する。

＊５質的リサーチ．（定性的研究）：対醗の賀的な側而に注F1した研究のことで、定性的なデータ

りＩ
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リコ

を扱う。こillに脚して郷111データのようなIi上的な111ﾘliliに派[|した研究のこと'if氾硫的研究とよぷ。

*６Ｃｌ〕Ｉ：二Jンバクトデイスケインダラクティプの略称．コンパクトデｆスクぞ川いた対細り

斑境のための脱惟

*7P&G:ブﾛｸﾀｰ&ギャンブルの略祢』I唯Iに本拠地を瞳〈11t界A2ﾉくの－敬消費財メー

カー

*８ＴＰ〔､11smilI1のＭ(》raE：米国のTCC】】Smill1社が開雅したユーザピリティテスト､ソール

ウェプカメラとマイクを仙って遠陥でユーザピリティテスト唇ｿ伽制鵜ことがでざる

6章の関連文献

･箇久：（１．Ｂ〔'11.Ｍ．Blvthc･ａｎｄＰ，SGIIgeI､s･Ｍａｋｉｎｇｌ〕》・m51kingstrangc：

Ｄ(･｢副miIiiII･ｉｚａ【i()Ｉ１ａＩ１【１１１１(.（I(,師ｇｌｌ（〕「。(〕ｍ〔､瓢i(、11,(･111】()ｌｏｇi“．』（Ｗ

７>7"パ"〔，ﾉﾙﾉ"ん､〃〃（Y"ﾉ"""α･･//'”"〃〃】/ｆｗﾉ〔､"わ",Vol･’２，２()()５．

．雑誌記４F：Jll{Ｉｙｌ《amcy，MClI1()(ＩＳＩ《〕Ｉ制l(】cessful‘'lhinkiI18-()111．Loud，

proccdu１℃s,'１，h《､S'1℃UsaI)ililvT《)()Ikit､http://www.sI(､s鴫‘org/usabilitw

resoul･CCS/１０()lkil/I()〔)lkil､ｈＩｍ

6章のまとめ

」L1.を傾ければ、ストーリーは淵に私たちのまわりに〃雌します。ユーザリ

サーチから似れたストーリーを巣めるためのよい方法は、リ･ﾘ･－チの参加者

のためにⅡ州lを作ることです。

・参加智を観察するとぎや、自分が取ったノートをレビューするとき

に､ユーザリサーチのネタになるストーリーを探すことができます。

・インタビューの参加背が、思わずストーリーを語りたくなるように

伽I｣lするテクニックを'､雑ぴましよう。

。ｆ統憩をjIfに出して説明すあことで、会話やストーリーを心地よく

進めることができ蛍す。

．さまざまな場面からストーリーを探すことができますこれには、

サーチログやカスタマーサービス、リサーチデータ、そしてユー

ザーと一紺に伽<|ﾉ1部スタッツが含まれます。

．このj,ifで細介した方法でノートを取ると、ストーリーになりそうな

材料を簡iiiに見つけられるようになります。
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7章のまとめ

ストーリーを選択する

最初のオーディエンスはあなた自身です

データの中からストーリーを見つけましよう

ストーリーをペルソナに組み込みます

何をお探しですか？

ストーリーを見つけましょう
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ざ噸鯨蝋卿ゴ副'蝋鯛職撫臆
す。単なる「すごいお謡」にとどまるものを遇んではいけません。

パフォーマーとしてのストーリーテラーはまず、「しっくりくる話」を作って、

色々なオーディエンスの前で試しながら、何年もかけて膳き上げていきます。あ

なた（やチームメンバー）も、ユーザリサーチから得たあらゆる素材をくまなく

見渡して調べたことを理解するように、このようなプロセスはＵｘデザインに

おいてよくあることです。

ストーリーを選択して柵築する際には、ストーリーの目的とオーディエンスの

両方を検討する必要があります。これらのストーリーは、新しいやり方でユーザ

エクスペリエンスを恥解したり、他のＵＸチームや広範なプロジェクトメン

バー、マネージメント岨らとコミュニケーションを取りながらユーザ分析をする

際に役立ちます。

最初のオーディエンスはあなた自身です
あなた(やチームのメンバー）l里I身が､最初のオーディエンスです。ストーリー

を川いる一番股初のゴールは、ユーザーやコンテクストからわかったことをチー

ムに理解してもらうことです。

もしあなた自身が選んだストーリーが特に意味のあるものでもないと思ってい

るなら、それは他の誰にとっても同じことです。あなた自身が意味を見いだせな

いのですから。

ストーリーを遥択するプロセスは、他の槻々な分析と何じょうに反復的なもの

です。プロセスの始めでは、ストーリーによって取り組むべき問題がより具体的

にわかり、分析作業に深く入っていくにつれ、それまで意識していなかった新た

なデザインの余地に気づかせてくれます。

ストーリーを用いて作業することが多ければ多いほど、個々の点の怖報を結び

つけながら一・世性のある絵を描きやすくなります。他の分析をしているときに、

染めたストーリーの中のどれかがふと頭に浮かんだりすると思います。たとえ

ば､定量データを説明する際に、ストーリーが優れた表現手段となるでしょうし、

製品・サービスやタスクに関するユーザーの態度を脱明する際に、ストーリーが

その背景悩報を与えてくれるでしょう。たとえば、次のようなリサーチ結果が公

INIされていました。文化に同化したラテン・アメリカ人、つまり艮い'Ⅲ米国で群

らし、英語で教育を受けたりまたは流暢な英語を括すことができる人々は、自分

の家族が米国のヘルスケアシステムを使うときに、それを手伝う仲介役をしま



ｽﾄー ﾘー を週択するＩ

す。もしユーザリサーチの被験稀が、厭親にかわって情報を探していますという

柵をし始めたら、一度は頭にしまいこんだリサーチ結果を思い川しながら、耳を

しっかり傾けなければなりません。おそらくそこには、洲従に現実味を与える具

体的なストーリーがあるのです。

これは、他のどんな分析プロセスにも当てはまり、トップダウンとポトムアッ

プの両方のプロセスに有効です。ストーリーをいくつか選んでコンセプトの説明

に使ってもよいでしょうし、ストーリーの断片と他のデータを結びつけて、もっ

と大きな結諭を導いてもよいでしょう（こういったストーリーを､i単に探せるよ

う、メモを取ったことがありますよね？もしなければ、６章「ストーリーを粟

める」に探って、メモの取り方のアドバイスをチェックしてみてください)。

いくらメモが立派でも、完全なストーリーがぼろつと思い浮かぶことはないこ

とを思い出してください。行動やイメージについて、皆さんは話のもととなるエ

ピソードやメモを手にしていることがあるでしょう。これらは豊かなストーリー

を柵成する要素として､等しく価値があります。以下にいくつかの例を示します。

．あるユーザーは、悩報を蒲制するのに使っているシステムを「がらくた

の111（あらゆるものが詰め込まれた子供のクローゼット)」とr『い、『ク

ローゼットを管理するコンサルタント」が必要だとＦｉっています。

．また、あるユーザーは「コンピュータの上に置いたゴミの洗湘かご、僕

はただ上の最新のものだけとって、わざわざ下にある古いものなんて取

らない』と話しています。

・ユーザピリティテストの中で、参加背はプログラムのある箇所で迷って

しまったようでした。彼らは、膨大な憎報がスクリーンに表示されてい

ることを「混乱した」「混雑した」「価値のあるがらくたの山」「圧倒さ

れる」といった言葉を使って話していました。

．ある参加者は、彼女が間通いなく保存したはずの梢報をどこかになくし

てしまったストーリーをiWiしていました。

。また、ある参加者は、自分の「完蛎なオモチャ」は「どんな物でも入る、

絶対いつぱいにならないメリー・ポピンズ*’のバッグ」とよんでいま

した。

私たちの生活では、ものの腎理の仕方について全く汎なる視点が存在していま

す。どの視点もストーリーの始点となりうるでしょうし、他の人から手に入れた

断片をつなげて、ひとつのストーリーにまとめることもできます。もっと先に進

めて、定鼠データから得たインサイトと組み合わせることもできます．

9§
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何をお探しですか？
特さんが探しているのは、興味をリIくストーリーです“蝋かな鷺感を感じさ

せ、優れたディテールであふれたストーリーです。

興味をそそるストーリーの特徴には、以下のようなものがあります。

・複数の人から聞いたストーリー

細かなところまで似ている必要はありませんが、ｌ同1じょうなエピソー

ドや111米ﾘの譜をIⅢいたlIIjには、注意してください。

．詳しい行動を述べたストーリー

出来税を最初から蚊後まで説明したストーリーは価値があります。な

ぜなら、それは単なる意見や引用以上のものを提供してくれるからで

す‘，活の流れを捉えており、製品・サービスがどう使われるかを脱IUjす

るシナリオとして、もっと光脱させていけるＩ:台になり符ます°

・ユーザーの情報を理解しやすくするディテールを述べたストーリー

豊富で詳細なコンテクストに関する情報は、その登場人物に関係があ

る人の助けになります。そこには、いつ、どうやって、またはなぜ、そ

れが起こったのかが肥述されていることでしょう‘，それらはあるi~『いｌｎ１

しだったり、誰かのゴールやアクションを説明する方法だったり、ある

いはあるタイプの人や出来醜を要約したようなエピソードだったりする

かもしれません。

．ＵＸチームの興味を引く体験を述べたストーリー

これは特さんの興味の対鞭ではないかもしれませんが、どのようなス

トーリーを染める中でも、間然とストーリーが立ち現れてるくことが期

待できます。もし侍さんのチームがモバイルインターフェースのⅡ郡に

取りかかっているなら、対象のウェプサイトを榔帯趨話で見ていた人に

ＩＨＩするストーリーは、特別興味を引くものでしょう。

・これまでの信念を脅かしたり矛盾しているが、明硫でシンプルかつ脱得

力があるストーリー

これは悪い知らせを迎んでくるかもしれないので、最も厳しいもので

しょう（４意のジニー・レデイッシュのストーリー「ストーリーはよい

知らせを耐けることができます･･･、そして想い知らせも」参照)。しか

し、ストーリーは早い段階で新しいデザインの方向性や新しいユーザ

ニーズを拡唆する、エピソード的な証拠を提供してくれます。

ストーリーは、単純な人口統計学的事実や襖雑なデータ分析の域を越えたやり
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方で、ユーザエクスペリエンスについて砿要なことを説明するのに役雌ちます。

ある特定のコンテクストにiiYIくことで、皆さんの典めた悩報がいきいきとしたも

のになるのです。

ストーリーを見つけましょう
興味を引くストーリーの断片を兇つけたときは、それが役立つストーリーに発

展しそうかどうか見極めながら取り組むとよいでしょう。ユーザーからの引川や

エピソードから始めて、何度かその話をしてみても興味が保たれるかどうか確認

してもよいでしょう。もしくは、ある人のストーリーの一部が、他の人のものを

袖元するものだと気づくかもしれません．

それらのストーリーは時として、あるユーザビリティの問題や、あるユーザエ

クスペリエンスのゴールを悦明し、取り組むべき特定の柵報をもたらしてくれま

す。また、時として色々なストーリーの断片は、分析データからひとつストー

リーを作ろうとするよりも賦要な怖報を与えてくれます。ストーリーは、皆さん

をより大きな問題に注力するよう立ち向かわせてくれます。たとえ皆さんがその

問題がユーザーにどう影簿するかという具体的な邪例の渦におぼれていたとして

も。

⑳
ストーリーの断片をひとつにまとめる

私が同僚と一緒に国立がん研究所のためのユーザリサーチプロジェク

トを担当した時、ウェブサイト内の問題として、たくさんのユーザーが

迷ってしまっていたメモをたくさん手にしました。私たちは当初、それ

らをユーザビリティの課題ごとに整理していました。問題になったのは、

ユーザビリティに間する課題が膨大で、かつどれも鯛査参加者に固有の

問題のようであり、確かに彼らがサイト上で行っていた、ということで

した。私たちは腺題を最大限簡潔にするために、各ユーザーごとの短い

ストーリーとしてまとめようとしました。それらをまとめあげたところ、

課題が具体性を帯び始め、そこにパターンを見い出すことができまし

た。個別の観察結果は、それ自体で成立するほど理路整然とはしていま

せんでしたが、複数の被験者からの断片をまとめてみると、私たちはど

んなサイト柵造がユーザの回遊を促すのか、脱得力のある賭ができるよ

うになりました。

ひとたび頭の中でストーリーとして整理をつけると、それが人々にど

のように影響を与えるのかを見ることができます。私たちレポートでは、

ちょうど図７．１と同じような一連のスクリーンショットを使って、課題

9７



１〔HAPTER7

9８

を説明しました。それは少しストーリーボードぐ2に似ていますが、新し

いデザインを提案するのではなく、観察したことの肥述に用いました。

ストーリーは派手なものではありませんでしたが、皆が同じ方向を向

くのに役立ちました。そして、その経験に対する不満をよく理解するこ

とができました。

ストーリーを語ることは向然な活動であり、学んだことをまとめるためにやり

やすい方法でもあります。もし雄か他の人と一緒にユーザリサーチやユーザピリ

ティテストを行えば、皆さんはきっと「私はストーリーを話している」なんて意

細もせずにそうしているはずです。特に印象が強く残り、関心を引かれたことの

断片を共有するのです。

データの中からストーリーを見つけましょう
これまで、私たちはユーザリサーチの参加者や、自分自身の観察から直接得る

ストーリーについて話してきました。６章でも触れたように、ユーザリサーチに

はもうひとつ情報源があります。しかし、その中からストーリーを探し出すに

は、もう少し深く掘り下げる必製がありそうです。つまり、検索ログ、ウェプ

サーパログ、またはその他のユーザ行動について収集されたデータから得られる

ユーザ悩報です。これらの情報は､蚊も検索される頻度が高い(または低い）キー

ワードは何か、サイト内のあるページにどのくらいの間洲在しているか、サイト

内の週移の仕方、さらにはサイトの週移のlHlにある暖昧なつながりなど、ストー

リーで使えるディテールを与えてくれます。

９
ゴールデンページ

“多くの大学と同じく、オープン大学のウェブサイトは、管理部門や個

別の部署、そして教職員に運営されている小さなサイトが膨大に集まっ

てできています。オープン大学のウェブサービスチームは、学生が鯛座

を探して登録する方法を理解するために、ウェブのアクセスログに注目

しています。彼らが確麗していたことのひとつは、学生はどのように一

般的な学術慨報からオンラインの調座のカタログに移動するかという点

でした。キャロライン・ジャレットは、サイト内のどの経路が、一般愉

報から登録ページへと導いているのか分析しました｡ｐ

私は芸術学部のページから入学案内の中にあるクリエイティブライ

ティング訓座のページへ訪問するユーザーが非常に多いことに気がつき
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図７．１調査参加者が調査中に閲覧したページのスクリーンショットを保存しておくと、

ストーリーをまとめるのが楽になります。このことは、トップニュースやユーザ

生成コンテンツ、広告、またはその他サイト内で頻繁に更新される要素などの、

動的なサイトにおいて特に重雲です,、

９９
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ました。それらのリンクをたどってみると、ライターとして働き始める

にはどうすればよいか脱明しているすばらしいページを見つけました。

このページは、Goo91eで検索した時の表示順位が非常に高かったので、

「クリエイティブライティング」というキーワードで検索したユーザーが

オープン大学について知らなかったとしても、そのページを見つけるこ

とができたのです。私はこのようなページを｡ゴールデンページロとよ

んでいます。多くの訪問者がその鯛座のことを詳しく知ろうとリンクを

たどり、このページを見て好印象を受けたことは明らかでした。そのう

ちの何名かが訓座を登録してるのですから。

この分析により、ユーザーがある活励と他の活動をどのようにつなげて考えて

いるか力､、またユーザーをサイトに紅き付けるために、良髄で役立つコンテンツ

を持つことがいかに爪要かがわかります。こういった分析から得られるインサイ

トは、あるページがなぜユーザーにとって魅力的なのかを説明するストーリーの

出発点になるでしょう。そのストーリーはペルソナに反映させたり、分析結果が

印象に残るように他のユーザリサーチ結果と組み合わせてもよいでしょう。

他にも、ユーザーのつまづきを脱明するストーリーの一･次悩報を探すために、

テクニカルサポートのログやオンライン上のナレッジペースにある簡間などの仙

報ソースを使うことができます。ユーザーから報告された問題は、ユーザピリ

ティテストで発見した問題や、他のユーザリサーチでユーザーから聞いたニーズ

などと・致していますか？

異なる仙鞭ソースを三角測最できる、つまり複数の異なる視点からユーザエク

スペリエンスを見て側じ結論が導かれたなら、ほぼ確火に正しい方向に巡んでい

るといえるでしょう。

ストーリーをペルソナに組み込みます
ペルソナはストーリーを使う対熱として非常に適しています。ペルソナのため

に凹いたストーリーは、ペルソナをいきいきとしたものにし、コンテクストや動

機を与えることができます。

ペルソナに関するストーリーを話すことで、ユーザーやイベントを向然に理解

することができます．このユーザ屈性を記述する方法は韮に３つあります。

・年齢は３０～４５歳。

。尚学雁で、ほとんどが大学を卒堆したか、あるいは学上号を持っていま

す。

・４５％が結婚しており子供もいます。


