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トーリーＩ'1の出来邪を糊地させることができるため有用です。デザインをすると

き、シナリオは行われるタスクや使われる技術に君日するために役立ちます。

フローチャートやユースケースがストーリーと同じように使われることがあり

ますが、これらのモデルや柵造化されたフォーマットは、人間の動機や利川状況

の税明よりも、技術的な柵成の作成に魚点があります。このように考えられるで

しょう。ストーリーは、デザインから側発プロセスまでを通じてユーザエクスペ

リエンスヘの無点を保ったまま、インタラクションを記述する他のフォーマット

と何橡に有用であると．

私たちは、ストーリーやシナリオ、あるいは他のストーリーのフォーマットに

ついて特定の定義を作るべきかどうかについては特に主擾はありませんが、デザ

インに投立つストーリーが含む必要のあるものについては意兇があります。以下

のような要素が含まれるべきです。

・活動にフォーカスしており、行動や振る舞いを記述し、特定の文脈に位

置づけられている。

・行動を引き起こす動機に関する紀述が含まれている。

・メインキャラクターが|･分に記述され（あるいはペルソナのひとつを川

いて）文脈が生まれている。

前述のストーリーから省かれている無関係なディテール、技術的なディテー

ル、デザインを必要以上に制約するあらゆるものも重要です。ストーリーはデザ

インではありません。デザインは、デザインなのです。ユーザーや製品・サービ

スの利川状況を記述することがストーリーなのです。ストーリーのためのディ

テールの逆択については後ほど詳しく税明しますが、ここではシンプルな例をあ

げるのにWWめておきましょう。もし侍さんがストーリーの中で雨のＲを設定した

ら、雨が降っている耶実と何か関係があるべきです。もしかすると、片方の手で

傘を持ちながら、もう片方の乎で拠榊デバイスを使うのが雌しいのかもしれませ

ん。もしかすると、雨が何らかのかたちで、メインキャラクターの行動を変えて

いるかもしれません。雨は、ストーリーに周開の環境に側する磯かな悩報を与え

てくれるでしょうが、ストーリー自体には雨が必要とされる行動が含まれていな

ければなりません。

デザインを文書化するストーリー：規範的ストーリー
デザイン開発が進んでも、ストーリーにはまだ役荊があります。ストーリーは

デザイン仕様を伴っています。仕様を説明し、初期のシナリオの詳細を袖足しま

す。異なるタイプのユーザーのユーザエクスペリエンスを記述し、様々なモード

1２１



I〔HAPTER8

1２２

やチャネルが混在したような複雑なインタラクションを説明できます。

デザイン仕様に伴ってストーリーを川いる別の皿''1は、現実世界のコンテクス

トを参照刈能にしておけることです。識諭が技術的な詐細に進むにつれ、なぜそ

の機能が追加され、どう使われるのかは簡単に忘れられてしまいます。ストー

リーは、チームが詳細なデザインや技術的な決定を行うⅢ、ユーザエクスペリエ

ンスの全体像を示しておくのに役1kちます。

琶
ストーリーから生まれた規範

ＵＰＡ輩7のUXMa9azine*8のある記砺の中で、イザベル．フリーエン
は、ＨＬ７という異なるヘルスケアのシステム間でコミュニケーションを

とるための規範の中で、あまり見たことのないストーリーの使い方につ

いて肥戯しています。このシステム、主に医師や燭瞳婦のような医療へ

ルスケアのプロに使われています。このようなユーザーは、技術、要件

に取り組む人には、自分たちの仕事生活が本当はとのようなものかわか

らないと思っています。一方、日常業務をコミュニケーション規範の技

術的詳細に間迎づけることは難しいと感じています。解決方法は、口胞

鯛のストーリーやユースケースダイアグラムを用いてユーザーの要求を

捕捉することでした。これにより、臨床医とIＴプロフェッショナルのた

めの共通言語が生まれました。

ストーリーボード

順番待ち名簿の状況報告をリクエストする。

目的

このストーリーボードは、個人もしくは地域で管理された順番待ちリ

ストにおいて、患者の待ち状況をシステムに問い合わせる際のコミュニ

ケーションの流れを説明します。

前提

ピーター・プロセスは退院支援をするソーシャルワーカーで、グッド

ヘルス病院に在鞠しています。以前彼は入院中のアダム某氏のために、

介溌施設のベッドを依頼しました。アダム氏が順番待ちをしていたいく

つかの施股からはアドバイスをもらっていました。アダム氏は自分の家

族の家から近い介甑施設に行きたがっており、リビングレジェンドとシ

ニアビレッジの順番待ちリストに名前が入っていました。ピーター・プ

ロセスは２４～４８時間以内にアダム氏の施股を確保したいと思っており、

他の介鐙施股へアプローチが必要かどうか決めるため、申諭状況を把握

しようとしました。
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ストーリーボードの物胴

リビングレジェンドとシニアビレッジの両方にアクセス権をもらい、

ピーター・プロセスはアダム氏がいまリストの何番目にいるか状況報告

をリクエストして、順番待ちの期間がどの程度ありそうか、彼に考えを

伝えようとしました。リビングレジェンドの順番待ちリストシステムか

ら応答があり、アダム氏の前に４人待っていることがわかりました。

事後

ピーター・プロセスは、アダム氏と応答結果について賭し合い、引き

縦き空席を待つことにしました。

技術仕根のためのストーリー

規範的ストーリーのひとつに、技術的な詳細仕概のストーリーがありますが、

これは詳細仕槻のためにＵＸデザインについてあれこれ考えるＷＷをする時に

使われます。技術仕樺のためのストーリーは、完全な技術的仕棟ではありません

が、デザインの下地になるもので、多くのソースから情報が典約されたもので

す。ペルソナが人に側する悩報を有用なフォーマットに典約しているのに似てい

ます。技術(l:槻のためのストーリーは、いくつかの要素を含んでいます。

・仮説：ストーリーの体験のもとになる仮説を説明する文。

・エクスペリエンス：ｌ～２つの文で説者の頭にイメージを想起させる非常に

短いストーリー。

・ゴール：新しい珊想の体験を脱明した文。

・リファレンス：ユーザリサーチに加え、オーディエンスがⅢ祝しそうな悩報源

へのリンク、水、記躯のこと。これらすべてがストーリーの伯川度を高めま

す。多くの人は内心、他人より自分の取組みを重んじがちなため、これはオー

ディエンスの取細みに言及する機会となります。

・おみやけ：オーデイエンスがすぐ理解して使えるフォーマットを用いた、キー

となる主狽を璽約したもの。

⑨:;繍芸三雲置罵……
ショッピングアプリケーションの開発プロジェクトを岨材にしています。

仮脱

たくさんの人が、お金を節約したり家族の健康を管理するため、食品

ｌＺ３
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の閣入と消費の妃録を簡単に付けられる方法を求めています。

ユーザーはインテリジェントシステムの一部です。一般的にユーザー

は必要な家族のニーズをどう満たすか知っています。

買い物客はお金を節約したいと思っています。もしある携帯用デバイ

スがお金の節約に明らかに役立つならば、それを買って使うでしょうし、

付加価値のあるサービスにもお金を払うでしょう。

エクスベリエンス

「私は、HandyShopperという必要なものをチェックするだけで簡単に

食品の買い物リストを作ることができる無料のモバイルアプリケーショ

ンを使っています。買い物に行ってリストに入ってないものを買ったと

きは、次回のためにリストに追加することができます」

「HandyShoppe『アプリが、モバイルカメラを使ってバーコードスキャ

ンできるようになりました。ある商品を、他の商品と“似ているもの”

または“代用品口というようにカテゴライズすることができ、魁寄りの

食品店やウォルマートを比較しながら買い物することができます。これ

はお金の節約になりますね」

「HandyShopperのデータをサウス・ビーチ・ダイエット寧9のウェブサ
イトからダウンロードしたので、ダイエットの第２ステージの範囲内で

頂い物しているかどうかわかります｡」

「私は自分の携帯用にブルートゥースのワイヤレスイヤホンを手に入れ

ました」

「携帯のブルートゥースのおかげで、プリンターやスピーカーに接綿す

ることができます。ある特別なサービスからデジタルクーポンが携帯に

送られてくれるので、それをスーパーで使うことができます」

「携帯のブルートゥースのおかげで、HandyShopperアプリをスーパー

のスマートカートに接続できます。今やすべてのクーポンの割引を受け

られるので、時間とお金の節約になっています」

ゴールのためのストーリー

「ファーストフードを食べる家族もいますが、わが家は様々な小麦グル

テンや乳製品、シーフードのアレルギーのせいで、購入する食品をすべ

て考慮する必要があります。今では、休日に適した食事がわかり、医師

からもらった食品の新しいリストを自分のPDA（Per50nalDi9itaI

A55i5tant；個人用悩報端末）に入力もできます。ＰＤＡのおかげで自分が

買うべき物もわかるし、それほど高くない代用品を一覧で見られたり、

鯛入済みかどうかを教えてくれるので、買い物が楽になりました」

「私は家族の食事制限の範囲で買い物をして、自分の携帯にすべて肥録
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する習慣があります。しかし、今では固い物のとき、出し入れした物を

追跡する新しいショッピングカートに自分の携帯を接続できます。会計

はとても速く済みます。なぜならスキャンは既に終わっているからで

す。私がするのは、買い物袋に移すことだけです」

リファレンス

買い物客に間する社内調査レポート

・Supe『ｍａ｢ket‘‘sma『t"Ｃａ『t:ｗｗｗ・m5nbc･ｍ５ｎＣｏｍ/id/5462556／

・MetroExt『aFutu『eSto『e:ｗｗｗ､5py〔hips･Ｃｏｍ/metrO/oveMew･hｔｍｌ

・ＲＦＩＤ＆Shopping:wwwjemind5ay・com/市d4.5ｈｔｍｌ

おみやけ

買い物客はお金や労力を節約したがっています。買い物客の労力を減

らせるデバイスであれば、剛入したい人もいるでしょう。もしお金を節

約してくれるデバイスであれは、さらに多くの人が闘うでしょう。もし

お金も労力も節約してくれるのであれば、雄もがそれを岡うでしょう。

ブランドのためのストーリー

ストーリーがデザインになる方法として、ブランドのためのストーリーがあり

ます。あらゆるストーリーと同じく、ブランドのストーリーもオーディエンスの

頭の中で息づいており、生の1W報からはじまって皆さんのプロダクトや企莱に対

する期待と一緒に混ぜ込まれていくものです．もしデザインのアイデアがユーザ

リサーチで典めたストーリーから生じているのであれば、そのストーリーはブラ

ンドのストーリーに自然と皿じるものになります。

卿ブランドとは、製品、サービス、または企業に対する人の直感のことで

す。なぜ直感かというと、私たちは合剛的であろうと最大限努力するにも

関わらず、感情的でr〔感的な生き物であるからです。なぜ人の､〔感かとい

うと、つまるところブランドは個人個人によって決められ、企業やマー

ケット、またはいわゆる公衆によって定められるものではないからです。

個人がそれぞれ思ったようにブランドを想像します。企業はこのプロセス

を支配できない--．方で、製品が生み出す質の通いを伝えることで影騨を与

えることはできます。｜･分な個人の典まりが同じ面懇に至るならば、企粟

はブランドを得たとＦiいうるのです。つまり、ブランドはあなたがどうこ

ういうものではなく、個人がそうだと決めるものなのです｡”

一マーテイ・ニューマイヤー箸rTheBrandGaI)』より

1２５
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製品・サービスや企巣について誰かが話したものがブランドであるなら、企莱

は人にストーリーを話してもらえるような生の仙報を供給すればよいのです（デ

ザインのためのストーリーにも同じことが荷えます)。以下に紹介するのは、ま

すます流行りつつあるマーケティング戦略の例です。

・アップルの艮期のＴＶ広告rGetaMac』は、Ｍａｃに見立てたどこか

クールな気取り願と、ＰＣ的な野暮つたいしどろもどろのスーツのオタ

クを対比したものです．どの広告もユーモアを交えたシチュエーション

でＭａｃがＰＣより優れていることを飛摂していました。

・スコット・マクラウド（rUnderstandingComics』の著者）は、

GoogIcのＣｈｒｏｍｅブラウザの紹介に使われ溌両の作者です。そのス

トーリーには、機能やユーザピリティ、さらに韮盤の技術に関する項目

もありました。

・２００１年、ＢＭＶはrTllchire』という、ネット向けのプロモーション

用短絹映画をつくりました。各ストーリーごとに別々の有名映画監督を

届い、最終的な作I品が５分以内であれば何を拠ってもいいこと（そん

なに短い尺に収まったものはありませんでしたが）と、クライヴ・オー

ウェン演じる迦帳下を職場させることを条件としました。

このようなストーリーは、デザインに含まれる価値や機能を伝えるひとつのや

り方です。もちろん、社外で行われるマーケティングの中のストーリーの方が、

デザインプロセスのUlIで作られたものより上出来かもしれません。しかし、両者

とも同じ源泉から生じたものなのです。ブランドのためのストーリーと、デザイ

ンのためのストーリーは共に、皆さんとオーディエンスを諭即的にそして感佃的

につなぐ存在です。

８章の訳注

＊，グリーンマシーン；お家で瑚塊に優しく：Carde1IaW別ｓ１ｃＭ&,n&畔men【社が提供する

エコロジカルフットプリントのiPh⑪､ｅアプリ．消費した資源の数仙佳人力すると、その環境

負荷を数値で教えてくれる。

＊２ビッグ．プラザーのシナリオ：ジョージ・オーウェルの小説ｒ１９８４年』に登場する独俄

肴。作仙の舞台であるオセアニアでは厳格な統制が敷かれており、監視カメラで常に髄視され

ている‘，

＊３ＭａｄＬｉｂ：ストーリーの飛欄に'１蕊を埋めていくゲーム。

＊４プレイプ．ニュー．ワークショッブ：米国ミネソタ州ミネアポリスにある劇場。オリジナ

ルのスケッチコメディを上演している。コメディ系としてはアメリカで最も長い歴史を持つ．
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*５ＲドＩＤ:RndioFrequencylDcnIificationの略称。非接触で個体識別をするための仕組み。

*６１，FＯ：米川カリフォルニア州に本脇地を侭〈デザインファーム。荷的リサーチや発想法

を駆使したアプローチでイノペーティブなプロダクトを多敦生み出している。

＊７ＵＰＡ：UsabilityPmf随sionals，Ass0cialionの略称。米国に本拠地を固き世界各国に拠

点を竹つユーザピリテイの専門家による国際的な剛体。１９９１年に創設された．

*８UXMngazine：ＵＸ凹迎1W報のボータルサイト．デザインやテクノロジー、細織論など

ＵＸに側する帆陛い怖報を提供している。http://UXm(08.ｍｍ／

*９サウス・ピーチ・ダイエッI、：米側マイアミ州サウスピーチ海岸に仇むIWlgが開発したダ

イエット法。食耶の総最を減らすのではなく、ある靴の食小を制限することで照剛なく肥満を

解消する．

８章の関連文献
･箇文：TomErikson,DesignasStouylelling.”α温“b応iii､4,July/Augusll996・

http:〃ｗｗｗ､plianl､org/pcrs〔mal/rom-Erickson/SloryleⅡiｎ８ｈＩｍｌ

・脅輔：'1.0mErikson，NutesoI1DesignPracIicc:StoriesandPro(olypesas

Cat(llysls1℃rCommunicatioll,鋤e””･""s役ｲﾉ〃“４９"f助I応ｊｂ""牌脆俄

””719(”"ひ“γ〃J‘帥Ｗ《wjDcI'ひノロp"Jfwr,ediledbyJolmCarroⅡ．､lohn

WilCy＆Sons.，１９９５．

hI1I):〃www・pliant,org/perSonWrom-EriCkson/Stories､hｔｍｌ

・プログ：PhilBarreII，TclIingStories,ＴｈｅＴｈｉｎｋＢ１ｏｇ（FlowInlcl･active）：

htlp:〃ｗｗｗ・thinknowin肥riIcIivc･com/2008/１２/１９/teⅡing-slur肥s／

･紬文：〔;innyRedish,Storytclling:ＴｈｅＰｏｗｅｒ【D１．s“IIariOs.Ｇ()ldsmithAward

PreSenlH1ions,ﾉZZz･Ｐじ:S,０ct.,２００１．

．論文：DanGruen，Beyon〔lScemarios：IheRoleofStorylelIiI1giIICSCW

Design..A卸′卯勧fsゆ〃尺忽s”ﾉ1E〃Ｃ泊"/erb20()２．

.苗輔：DougLiI〕man､SIoryIellingGames:CreillivcActivilicsf⑪1.Lilnguage，

Communication,ａｒｌｄＣ()ｍＩ》【〕制ｌｉｏｎＡＣｍｓｓＩｈｅＣｕＩ･I･iculum,〔)『･yx，１９９４．

．嘗輔：JohI1Swecncy,lnnovationatlheSI〕ccdofLaughtcr:８SecretsIu

WorldCIassIdeaGencralion,Csbs,２００５．

．プレゼンテーシヨン：MarlyNeumeier,ＴｈｃＢｒａｎｄＧａｐ・ＨｏｗＩｏＢｒｉｄｇｅｌｈｅ

Ｄｉ制aIuccbclwccnBusinessSIrat地ｙａｎｄＤ“ign．
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8章のまとめ

ストーリー収集から利川の段階に移行するにつれ、ストーリーはデザイン

やアイディア創造のプロセスに寄与するようになります。デザインのための

ストーリーは、ユーザーから集めたりストーリーから作ることができます

し、あるいはブレインストーミングのエクササイズからも作られます。取り

かかれ為ユーザーのストーリーがなくても、ユーザエクスペリエンスについ

てよく知っていることを雄にストーリーのためのコンテクストを作り出せま

す。

．よいユーザデータに基づいたよいストーリーがあれ版、デザインの

アイデアを生み川ｿ.ことができます,、

・折しいアイデアのブレインストーミングのやり方として、ストー

リーを考え出すこともできます｡

・ストーリーは、デザインのアイデアの税明に使えます。特に、革新

的なアイデアを提案するときに役立ちます。

・ストーリーによって、技術仕械向けの文脈で要件を脱明することが

できます。



ｑ日間凹旧悪

一リーで言'面

閏腿璽訂ｈ
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－ザエクスペリエンスをデザインするプロセス全体において、デザインの

ユ｢評価｣は皿嬰なものです｡専門家ﾚｭー噸,からﾕーザビﾘﾃｨテスト
まで、いくつもの手法があります。

デザインの訓師につくと、自分のデッサンを自分以外の視点から見直せるよう

に、「鏡に映して見る」といった方法を教わります。ユーザーから典めたストー

リーは、製品・サービスを外側から眺めるための、いわば鏡の役割を果たします。

９章は、デザインプロセスの終盤近くに位価づけてはいますが、皆さんは既に

製品・サービスをテストしてきていることだと思います（直接ユーザーにより、

またはデザインレビューを通じて)。フォーマルなユーザビリティテストであろ

うと、手近な人をつかった簡易な『ちょっといいですかテスト（HeyYou

Tcst)｣.2であろうと、ストーリーは評価作業を改苫するのに役立ちます。ス

トーリーを評価に用いる微々な方法は、６章「ストーリーを巣める」でも取り扱

いました。

製品・サービスを使う人々の観察を通じて新しいストーリーを集め、デザイン

の改善に用いるための迦伽を始めましょう。

ストーリーは、次のような場面で川いることができます。

・ユーザピリティテストのシナリオやタスクの作成

・専門家レビューのガイドとして

・品質テストのために

ちなみに、上記の活動の中でも新たにストーリーを染めていることに鉱づかれ

ると思います。

ユーザビリティタスクの作成に
ストーリーを利用します
最もわかりやすいストーリーの活用方法は、ユーザピリティテストのためのシ

ナリオ作成です。ストーリーにより目的設定や動機づけを行い、あらゆるユーザ

ビリティテストのタスク設計の出発点とします。たとえば、８章「アイデアを生

むストーリーの使い方」で取り上げたジニー・レディッシュのストーリーは、こ

の目的に近いと兄なすこともできます。

元のストーリー：シカゴ郊外で社員３名の小さな旅行代理１１｣Wに勤務する、

２５蝋の旅行エージェントサラ・スミスに、友人ジニーから晒括がかかっ

てきました。ジニーは彼女にとって特別な友人に会うため、来川のどこか

でフェニックスに行きたいと思っています。彼女は金銭的な余裕があれば

いつでも、金MH日と月曜日に休暇を取ることができます。ジニーはサラ
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に、来｝jの金暇～月IMIの股低辿箇を知らせてほしいと頼みました。

ユーザビリティテストのタスクとしてのストーリー：あなたは旅行代即店

のエージェントです。あなたの顧客であるジニーが、フェニックスへのフ

ライトの予約電話をかけてきました。彼女は来月中ならいつでも出かけた

いと思っていますが、それは彼女が蛎入できる価格のチケットを見つけら

れたなら、の納です。彼女は妹週末に出かけることができ、金剛Ｒと川lWI

I1に休暇を取ることもできます。ジニーのために１１)t低辿賛のフライトを見

つけてください。

ユーザストーリーを“即席”のユーザビリティタスク
に変えます

ストーリーは、参加者がｎ分の状況に合わせてタスクを変更できるような、よ

りオープンなテストセッションにも利用できます。ただ、司会進行の難易度は商

いセッションとなるでしょう。被験考の意見に細心の注意を払いながら対肥する

必要がありますが、そのセッションからは、より有意義な制報が得られることだ

と思います。

セッションのはじめに、被験朽が何を知りたいのか明確にしましょう。テスト

に用いるサイトや素材を紹介する前に、蚊初に彼らの興味について蘭間します。

たとえばＥコマースサイトをテストする場合、被験者が剛入したいと思ってい

る物や理由をIUjらかにします。その明ですぐに具体的な意兄を思いつけない被験

者のために、‘lIIWIアンケートに答えてもらっておいてもよいでしょう。凹符を

待っている人がいるというようなプレッシャーもなく、回答時間を与えられます。

また被験者に、テストしたいサイトによく似たサイトを賊近訪れたときのこと

や、テストしたい状況とよく似た状況に直面した時のことを思い出してもらって

もよいでしょう。ストーリーを淵る機会を与えてあげてください。

このとき、被験者｢1身のストーリーにあわせてセッションを進めることもでき

ますし、州意したタスクのリストから彼らの質問やタスクに雌も近いものをピッ

クアップして使うこともできます。

ｒあなたはＸを知りたいとおっしゃいましたね？ではＹを試してみま

しょう」

タスクを梱述する際は、被験者にの状況に而jllに合わせられるよう、被験者の

興味に関する項目は空白にしておくとよいでしょう。

「あなたにセーターを鯛人して頂きたいと思います。あなたは赤いカー

ディガンを探していたとおっしゃいました。それを探してみてください、

1３１
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そして…」

別の解決蛾は、ある穏喚の帆がある遡択肢の中から、被験荷自身に火行するタ

スクを選んでもらうことです。この方法なら、彼らが関心のないことや自分でや

りたくないことを依頼せずに済みます。

タスクをストーリーに置き換えます
人材|)M発会祉l-Iumi1nFilcl(〕I･sInlcI．Ⅱ細ional（HFl).細のアパラ．チャパン

は、ストーリーを川いてユーザピリティテストのタスクに関心を持たせる方法を

生み出しました。彼女によると、アジアの人はデザインを批判したり、それを

使ってトラブルがあったと認めることをためらうそうです。彼女の解決東は、イ

ンドのハリウッドであるBollywood映II1Iiのストーリーテリングスタイルをな

ぞった“BoIlywuodテクニック・，と彼女が名づけたものです．インド映IIhiは裡

雑さに満ちた強烈で悠仙的な筋沖きなので、チヤバンは被験打に次のようなス

トーリーに入り込むよう状況を設定しました。

「被験者の炎しく、若く、純粋な姥は結幡目前です。しかし突然、新郎が

地ド組織のメンバーだというニュースを耳にします。彼は縦し隅だという

のです！彼の生活はすべて作り締で、なんと既姉打だというので

す１被験行は証拠を持っており、被験者と花婿の今の典のために、バン

ガロール行きの航空券を予約しなければなりません。大至急です111」

ストーリーを加えることで、興漸とともに被験者を没入させ、何が彼らの問題

解決を附雌にしているのかを浮き彫りにします｡上記のようなファンタジーは必

要ありませんが、ちょっとしたストーリーテリングが、味気のない桁示よりも、

タスクをぐっとひきつけるものにしてくれます。

ユーザビリティテストのためのジャストインタイムな
ストーリー収集
ユーザエクスベリエンスの実務打は、ユーザピリティテストのセッションに使

う意味のあるタスクを作るためのストーリーも、十分なリサーチ結果もないよう

な場合、その場での対応が求められます。

召
"ジャストインタイム”なストーリー

‘‘ジニー・レディッシュは、彼女が股計の後半から参画したプロジェク

トで行った事例を教えてくれました。ジニーは、使えそうなユーザス

トーリーもない状況の中、ユーザヒリティテストからストーリーを集め
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て組み合わせたのです｡ロ

側発者はすでにプロトタイプを開発済みでした。それは、どのような

新機能が欲しいかを製品の利用者ではなく胴入者に髄問して集めた要を

ベースとしていました。誰一人、作業中の利用者を見たことがなかった

ため、私はプロトタイプのユーザテストとあわせて利用者の現場訪問を

実施することを提案しました。

各現場で利用者と時間を共にし、普段の行動を観察して、どのように

作業しているかに問するストーリーを集めました。

その後チームで会議室に移動し、個別に数名の利用者に私たちのプロ

トタイプを試しに来てもらいました。ついさっき典めたストーリーが、

ユーザヒリティテストのシナリオになりました。

最初の現場では、開発者が気づいていなかったために全くデザインさ

れていなかったステップがあることがわかりました。

レビューにストーリーを利用します
同じような棚頬のストーリーは、デザインの呼門家レビューやウォークスルー

に川いられます。簡坊なキャラクターを作成して（またはペルソナを使って)、

キャラクターの視点からタスクをウオークスルーすれば、単にアプリケーション

の論理柵成を追うのではなく、実際のユーザーがやりそうなかたちで製品・サー

ビスを使うことができます。

ストーリーとペルソナは、デザインレビューに仕組みを与えるすばらしい方法

です。デスクを囲むチームメンパーそれぞれに、兇なるペルソナとタスクを削り

当て、次のことを依頼してみてください。

・ペルソナの人の視点から、最初のページまたはlmmiを見てください。

・彼らは雌初にどう行動するのか確認してください（離脱も含む)。

・タスクを雌後まで遂行してください‘，

このようなレビューには、次のようなリスクがあります。もし皆さんがユー

ザーについてよくわかっていない（またはよいペルソナを持ち合わせていない）

場合、制作考側の視点に逆戻りしていることに気づくでしょう。チームが、デザ

インの仕組みの流れに沿うような、意思決定を試みる巡備ができているべきです。

または、意思決定のために適した憎報を持っていない場合もそうです。これは

あなたの知撤とのギャップを明確にするよいきっかけとなるでしょう。涌発な拙

論を始めましょう。

どちらにせよ、ユーザリサーチの分析中に逃沢したすべてのストーリーは、非

附に有益です。それらは可能性のある能な解釈を描くために用いてください。

133
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ユーザビリティテストの間にストーリーを収集します
ユーザビリティテストのセッションは、ユーザリサーチと同橡にストーリーを

収集する機会になります。ユーザーの文脈に関する新しい仙報を兇つけ出し、次

に聞くべき新しい質問を突き止めるでしょう。

窟
それをどこで使う？

“ランドルフ・バイアスは、オースティンのテキサス大学悩報学部で

ユーザヒリティを教えています。学生たちが実際のプロジェクト経験を

得るため、地域の非営利組織のためにユーザビリティ鯛査を実施しまし

た｡画

あるプロジェクトは、地域の非営利の福祉碩業所のためのものでし

た。彼らのウェブサイトは異なるセクションに分割されており、それぞ

れ各組織が提供する別々のタイプの支援サービスについて曾かれていま

した。彼らは、サイトの肪間者にブックマークしてもらうのには、各セ

クションのトップページが適しているだろうと思っていました。

学生たちが調べたところ、ほとんどの訪問者は自宅からのインター

ネットのアクセス環境がなく、公立図書館からウェブにアクセスしてい

ました。このことが意味するのは、個人のブックマークを前提としても

うまくいかず、各トップページに必要なのは、彼らが正しいページに素

早くたどり魁<ための支援ということです。

このサイトに取り組みながら、学生たちは、プライバシーを持ち得な

い公共空間で使われるこのサイトの、別の意穣までも見つけました。

梱祉願業所とその受益者（今までよく知られていませんでしたが）は、

学生のＵＣＤ（ユーザ中心股叶）作業によって恩恵を得ることができまし

た．

評価のセッションは、２つのＨ的で利川することができます。もしストーリー

を収集する目的で特定のタスクやインタビュー項目、そしてオープンクエスチョ

ンを混ぜれば、次の２つのレポートに向けた悩報が集まります。ひとつは、特

定の話題に関するユーザリサーチまたはユーザピリティテストセッションです。

もうひとつは、侍さんが収染した文脈的な悩報に関するです。

⑳
１回のセッションで２つのリサーチイベント

私たちはあるユーザビリティテストで、ある特定の状況でしか使われ

ないよう表示／非表示ができる入力フィールドを含んだ検索フォームを、



ストーリーで岬価する

ユーザーがどのように操作するかに間心を持ちました。私たちは、ユー

ザーが元のフォームは長すぎると感じていることや、「基本検索」と「鮮

細検索」のどちらかを選択するようなこともしたくないとわかっていま

した。

デザイナーは新しいアイデアのプロトタイプを作成しましたが、ユー

ザーが新しいインタラクションに簡単に気づくかどうか定かではありま

せんでした。

ユーザーは状況次第でデータベースの使い方も変わると知っていたの

で、被験者にはこのデータベースを以前検索したときの状況を教えても

らいながらセッションを開始しました。その憎報から適切なシナリオを

選ぶことで、彼らがどう作業するかを観察することができました。

ユーザビリティテストを見学していた人が、はじめの方のディスカッ

ションがとても役に立つことがわかったと教えてくれました。被験者が

自分の作業について臆しただけでなく、役立ったサイトや佃報までも示

してくれたからでした。見学者は、ユーザーがどのように作業するか、

これまで決して観察できなかったことを見聞きすることができました。

最終的に、私たちは２つのレポートを作成しました。ひとつは普通の

ユーザビリティレポートで、フォームのデザインがどのように機能し改

善できるかについて報告しました。もうひとつは、色々な局面で活用で

きるように、人がそのサイトを利用するときの文脈について、私たちが

学んだことすべてを肥述しました。すぐに取りかかれる推奨案を求めて

いるデザイナーに短いレポートを提供しただけではなく、チーム全体が

使えるより一般的な悩報もあたえました。

ユーザピリティ評価は、ストーリーを聞くための場所とは一見わかりません

が､ユーザーと一緒にいるときはいつでも、ストーリーを得る機会となるのです。

９章の訳注

＊ｌ専門家レビュー：一般ユーザーをリクルーティングするリソースがない時やまだ仕僚脅し

かなくテストできない場合に行う、ユーザピリティのWO1家によるレビュー。

＊２ＩＩｃｙＹ〔)ｕ'1.“t：手の梨いている人に「ちょっといいですか？」とjlTを掛けてリクルーティ

ングして行うユーザピリテイテスト。加時川でテストを済ませることができる。

＊:lII1lmanFaClorSInIemaIionaI：人材IjM充コンサルタント．パーソナリティや能力、ポテ

ンシャル評価などに側する隅uくいメニューを提供し、企業の採川行成活動をサポートしている。

１３５
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9章の関連文献
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9章のまとめ

ユーザピリティlWiiliをしながらストーリーを収巣すぉことができます（も

しくは、評価の途中からでもｎJ能です)。染めたストーリーは、ユーザ皿解

のために有効な質的データとなります。

ストーリーは、ユーザビリティ評価の様々な珊面で活川できます。

．染めたストーリーは、評価したいタスクの作成に使えます。また、

プロジェクトの初川で鯉めたストーリーは、ユーザビリティ評価の

出発点にもなります。

・評価タスクが被験脊にとってなじみのあるものになるよう、ストー

リーのコンテクストを被験帯にあわせて作りしましょう。

・大まかなストーリーを川慾しておき、被肱荷から鯉めた11W報を用い

ながらカスタマイズしましょう。

‘,その場で”ストーリーを収集し、すぐにユーザビリティテストで

使いましょう。
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一れまで、私たちはストーリーを集め、遡択し、そして形にすることに注力

し一してきました。ここからは、デザインチーム以外の人たちとコミュニケー

ションをとるときのストーリーの使い方について話しましょう。

多くの実務家にとって、デザインのアイデアや根拠をマネージャーたちに説明

することは困難です。私たちは、マネージャーが全体像を理解する前に熱心に

データを分析し、オーディエンスのディテールを細ぺ、あるアイデアとそのアイ

デアを解決できそうな現実１１t界の問題を結びつけようとします。私たちに必要な

のは、彼らの想像力を促巡する方法を提供することで、それにより彼らは順に新

しいアイデアを聞くだけでなく、そこに投資するかどうかを判断することができ

るでしょう。

そこでストーリーの川番になります。ストーリーによってプレゼンテーション

のすべてが吐き換えられるわけではなく、依然として細かい技術の話やマーケ

ティング、そして予算の話をする余地はあります。しかし、マネージメント屑へ

のプレゼンテーションにおいて、ストーリーは彼らの関心をひきつけ、クリアなイ

メージとなるコンテクストをセットして､彼らの行動を誘発することができます。

心配しないで、誰もがストーリーテラー
映面には、誰かがストーリーを語って人々の心を変えるシーンであふれていま

す。その登場人物は、疋確な貫葉で見事に語ります。そんなことを思うと、自分

はストーリーをうまく語ることができないのではないかと心配になるかもしれま

せん。でも大丈夫です。皆さんは卓越したストーリーテラーではないかもしれま

せんが、訓練を、ねれば_l:述することができます。自分の目的がIﾘl確であり、

オーディエンスに耳を傾け、自分とオーディエンスの目的とのギャップを埋める

ストーリーが見つかれば、うまくいくストーリーの準備は完了です。

ストーリーを括せるチャンスは一度しかないとか、最初から完塑にしようなど

と思わないでください。デザインのアイデアを伝えるのにストーリーを使う大き

なメリットは、オーディエンスからのフィードバックによりストーリーを洗練さ

せることができることです。

ストーリーはオーディエンスの頭の中で作られます
雌終的に、ストーリーを作りあげるのはオーディエンスです。あなたが提供す

るのはそのために必要な悩報で、オーディエンスの視点や先入観にあわせて提供

しなければいけません。あなたはオーディエンスの体験を形にしているのです。

ひとつの共有されたストーリーであり、ぱらぱらのものではないのです。



ｽﾄー ﾘー を共有するＩ

提供するストーリーの柵成やディテールに対してオーデイエンス自らでストー

リーを作れるようにすればするほど、オーデイエンスはそのストーリーに関与し

てくれます。オーディエンスに過度なデータや耶実、具体的な仙鞭をjjLえてしま

うと、彼らは何もすることがなくて退屈してしまうでしょう。逆にあまりに情報

が少なすぎると、オーディエンスはあなたが考えているものとは大きく異なるス

トーリーを作り出してしまい、オーデイエンスとのⅢlに隔りができたり、いらだ

たせる臓因となります。これは、慎晒なバランス感覚が求められる作業です。

さらに難しいのは、オーディエンスにもいろいろな人がいるということです。

ＵＸデザインにおけるオーデイエンス同士の最大の遮いは、プロジェクトや会社

内での役削にあります。股終的な収益に興味がある人、鼠もシンプルな方法を採

用したいエンジニア、新しいアイデアを探しているデザインチーム、インサイト

を求めて顧蒋が好えていることを洲査するマーケターなど、いろいろなオーディ

エンスに対して一度にプレゼンテーションをする賜合があるかもしれません。

どんなピジネスシーンでも、ミーティングに出席する人は、橡々な期待やア

ジェンダを桃えてあなたのストーリーを聞いています。オーディエンスが一人だ

けで、よく剛解している人物だとしても、日によって異なる顔を見せると思いま

す。プレゼンテーションの川来がどんなによくても、ストーリーを拙しながら、

オーデイエンスのしぐさや顔の表愉、コメントに対して注意を払ってください。

そうすることで、ストーリーがうまくいっているか、またはオーディエンスが作

るストーリーが意図したものかどうかを確かめることができるでしょう。

オーディエンスのことを知るために

耳を傾けてみましょう
オーディエンスについてよく知っている場合もあるでしょう。たぶんそれは同

僚か、一緒に仕蛎をするクライアントです。しかし、逆に相手との接点が全く思

いつかない状況に投げ込まれることもあるでしょう。

わかりきったことかもしれませんが、このような状況でまずやるべきことは、

相手の聞きたいことを尋ねて、彼らの答えに本気で耳を傾けることです。

⑳
ストーリーを贈りながら聞くこと

あるカンファレンスでパネラーをした時のことです。私を含めた５人

は会場の前にいました。朝の８時半で、そこには100人のオーディエン

スがいました。私たちは各自５～１０分でビジネスコンサルティングにつ

いて話をする時間をもらっていました。
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Ｍ１）

１人目が登壇し、話を進めるにつれて、オーディエンスが不快な反応

を示しているのに気づきました。私は「彼はオーディエンスのことがわ

かっていない、何か間違ってるな…」と思いました。

しかし、オーディエンスが求めているものに対し、私たちパネリスト

はどう軌道修正すればいいのかわかりませんでした。そこで、私は自分

の持ち時間のうち１０分を使って、プレゼンテーションの代わりにエクサ

サイズを行い、このワークショップを通じてやりたいことを皆さんにひ

とつずつ書いてもらうようにしました。私たちはその答えをホワイト

ボード上に典めました。私たちは概論を話していたのですが、オーディ

エンスは既にそういった一般的なトピックは知っていたのです。彼らは、

仕廟上の課題に実際どう取り組むべきかのヒントを求めていたのでした。

エクササイズによって、人々がセッションに来た理由をより具体的に

把掘できました。そして、オーディエンスの目的に合致した垢をするこ

とができます。

簡単なリスニングエクササイズを行うことで、オーディエンスの期待を把探す

ることができるだけでなく、その塊の参加者たちがどのぐらい兇なる（あるいは

似ている）背賊の人たちなのかもわかります。さらには、オーディエンスにすぐ

には関係しなさそうな題材に対しても、なぜそれを含めたかを知ってもらえば、

寛容に受け入れてくれるでしょう。

オーディエンスのタイプ
オーディエンスにはいろいろなタイプの人がいますが、いくつかのタイプに分

類して-舎般化することができます。代投的なペルソナは以ドの通りです。

・鞄略的リーダー：会社やグループ、製品・サービスに共通のビジョンを

生み出し、それを良好な状態に保つ貨任のある人．

・マネージャー：ミッション（たいていは製品・サービス）を背、ってい

て、チーム全体を共通のゴールに導くための意思決定を行う人。

・テクニカルエキスパート：ビジョンを実装してかたちにする人。最終的

な製賊やサービスに至るまでの数え切れない細かな意思決定を行う人。

皆さんの側当分野やプロジェクトのある部分のエキスパートの中にも、オー

ディエンスとなりうる人がいます‘，彼らは皆さんのストーリーのテーマに側して

独自の見解を持っており、「これは述う」と思って聞いているかもしれません。

ストーリーと特殊な関係性のあるオーディエンスについては、１２章『オーディ

エンスに配慮する」の中で詳しくお譜します。


