
ｽﾄー ﾘー を共有するＩ

オーデイエンスの中には、ＵＸチーム以外にもユーザエクスペリエンスに桃

わっている人がいるかもしれません。私たちは、あらゆる人が－．締にＵＸデザ

インついて好えてくれることを鯛んでいますが、いつもそういうわけにはいきま

せん。もしユーザエクスペリエンス分野の同僚にプレゼンテーションをするので

あれば、どんなディテールがあればストーリーが本格的なものに聞こえるかを塚

隠してください。１２章でも、どのようにストーリーを変えて､皆さんとオーディ

エンスの関係を考咽に入れていくかを見ていきましょう”

リーダーのためのストーリー

特に戦略的マネジメントにおいて、リーダーは、ビジネスやマーケットに深く

Wi通していなければなりません（似'１０．１)。リーダーにストーリーを話す時は、

｢光り込む」アイデアがどのぐらいユーザーとビジネスの捜点になっているのか

を示しましょう。たとえば、以下のような方法にトライしてもよいでしょう。

図10.1経営者

・ユーザーの経験において間脳となっている簡所を特定し、解決案を示す。

・マーケットの中のギャップを特定し、新しいmuIW,や現在のサービスを変

史することによってそのギャップを埋める方法を示す。

・これまでの慣習にとらわれず、共通のあるいは既存のコンポーネントを

再柵築することで新しいアプローチを特定する。

・顧客のユーザエクスペリエンスにおけるトレンドと、それがどうビジネ

スに影卿するかを特定する。

ストーリーは、破壊的で混乱を生みそうなアイデアや、戒感に反したトレンド、

またはほとんどメトリクス（指標）やデータがないようなアイデアを説明すると

きにとりわけ役に立ちます。
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リーダーのためのＵＸストーリーと、リーダーやリーダーシップに関するス

トーリーを明硫に分けるのは困難です。

リーダーシップには、共通のビジョンやロ的意識を生み出し維持することが含

まれます。「私について来なさい」と言うことがリーダーシップではありませ

ん。みんなの努力の結果がどうお亜いに結びついているのか、結果に寄与してい

るのかを示し、１１１終的に彼ら121身の利益に結びつけていくことがリーダーシップ

です。それらはすべて、１１鳶しいタイミングに正しいストーリーを始ることが火リド

になってきます。

９
正しいことを、有言実行する

･MathWo『ks社のマネージャーであるメアリー・ベス・レトガーは、

企業活動のコアバリューに間する教訓について共有してくれました｡・

MathWo『ks社は、確固たるパブリックなコアバリューを持っており、

その基本理念はじやるべきことをやる｡という言葉に集約されます。私

たちは、外部向けのウェブサイトでも次のような定磯を公開しておりま

す。「我々スタッフ、お客様、ビジネスパートナー、そしてコミュニティ

の皆椴にとって、長期的にベストなことを行います｣。入社当初、私はこ

の原則を身をもって経験しました。そして、一緒に仕胴をする人たちに

このメッセージを伝えるために、以下のストーリーを使っています。

弊社のソフトウェアは防衛システムの股叶に使うことができるため、

ある特定の国には販売することを制限されてました。自社のウェブサイ

トを股計したときのことですが、厄介な問題のひとつに米国外のお客様

がオンラインでソフトウェアを剛入しようとしたときにとうすれはよい

かということでした。私たちは買い手への販売が合法的かどうかを確認

するために何回の検証をしなければいけないのでしょうか？

チームメンバーの－人が、法律だけ守ればいいのなら対応は簡単だと

意見をくれました。彼の発言の真意は、剛入すべきでない人の剛入を防

ぐということではなさそうでした。

邪魔が入りがちなそのプロジェクトの質任者であった副社長は、「い

や、それでは十分でない。私たちは単に法律に従うのではなく、正しい

ことをしなくてはならない。私たちのソフトウェアが、脳入すべきでな

い人に渡っていないこと（私たちのソフトウエアが本来必要でない人の

手元に渡っていないこと）がわかった上で、安心して夜もぐっすり眠り

たいものだ｣。結果として、私たちは追加チェック項目を盛り込み、さら

に開発期間とコストが増えたでしょう。
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ストーリーテリングの力に気づかされる分野は、ＵＸデザインだけではありま

せん。戦略を形作り伝えるために、どのようにリーダーがストーリーを使うべき

かにフォーカスした「コーポレートストーリーテリング」の研究も近年盛り上が

りつつあります。この研究の先駆将の２人に、スティープ・デニングとアネッ

ト・シモンズがいます。

デニングとシモンズの両者とも、ストーリーはリーダーがコミュニケーション

を取るための、然な方法だと捉えています。リーダーの役捌とはメンバーのアク

ションを後押して、イマジネーションを刺激し、ゴールに向かって仕蛎に聯念さ

せることだと考えています。この観点からすると、メモや是文のレポートは非生

産的です。デニングはストーリーを、陪屑的なリーダーシップ体制や戦略や指城

に関する些末な論級を回避できる方法だと考えています。シモンズは、ストー

リーには実吸的なビジョンを提供する力があると捉えています｡

"私たちは「ビジョン」という胃葉について、ごますりのコンサルタント

や尽きることのないマネジメントの眠想、売りすぎて未述になっている契

約のために、篭んだ印象を持っています。ストーリーは実態（内容）をビ

ジョンプロセスに取り込みます。コアパリューと、ある意味皮肉でさえ聞

こえる「２０１０年までに２０億円」というスローガンが書かれたラミネー

トカードは、ビジョンのストーリーと比べて表而的で四次元的な感じがし

ます。もしあなたがストーリーによってビジョンを翻訳する方法を川いれ

ば、その課程において、Ⅲ通いなく次のような疑問を投げかけるぽっかり

空いた穴が鰯呈するでしょう。それはどういう意味ですか？雄に向けた

ものですか？そしてそこに至れば誰がベネフィットを得るのですか？

搾取や表面的なもの、予期せぬ結果は、辛錬なストーリーテリングがあら

わにしてくれるでしょう｡.,

－アネット・シモンズ将rWhocverTellslheBestSloryWins』より

ストーリーはリーダーにとって親しみやすいコミュニケーション方法ですか

ら、このなじみやすさを利用して、彼らにも自然にみえる方法でストーリーを話

すことができます。

マネージャーのためのストーリー

マネージャーはやりやすい相手でしょう。なぜならマネージャーは、たいてい

明確なゴールをもっているからです（図１０．２)。もし彼らの抱えている問題に
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プロダクトマネージャー

｢ただ、結果あるのみ｡」

図10.2プロダクトマネージャー

型圃塘１－－ヲ．'弓

ついて、歯切れよくクリアに紙すことができれば、彼らは耳を傾けるでしょう。

マネージャーは杵段忙しくてあまり時Ⅲlがありません。まったく時間がないわ

けではありませんが、のんびりとブレインストーミングに参加したり、ユーザリ

サーチのデータをじっくり見るようなことは望んでいません。このオーディエン

ス（つまりマネージャー）は、短くて簡潔なミーティングを好みますから、彼ら

に是くて細かいストーリーを伝えようとは思わないでください｡代わりに、ス

トーリーの中で雌もインパクトのあることを柵すようにしましょう。

新しいアイデアをキックオフさせるためにストーリーを使いましょう。そのア

イデアがどう機能するのか説明するのに、ちょっとしたコンテクストが必要な場

合は特にそうです。この状況では、たくさんのディテールを少ない言葉に要約で

きるストーリーの力が役W〔つでしょう。

もしユーザリサーチで発兇した想い知らせを伝えようとするなら（たとえば

ターゲットオーディエンスが新しい製品を欲しくない、アイデアも好きではない

というような)、顧客やユーザー、または他のステークホルダーのような皿要な

人たちにとって、そのストーリーがどれだけ典劇的であるかを確かめましょう。

もし新しいアイデアを提案しようとするなら、よく知られた状況に結びつけてili1；

す方法を見つけてください。そうすれば、よりもっともらしく聞こえます。ひと

つの簡単なストーリーの中で問題とソリューションを同時に提示してもいいかも

しれません。最も大切なことは、細かなスペックやテクノロジー要件に縛られて

身動きが取れなくならないようにすることです。

⑳
新しいアイデアをストーリーを使って組み立てる

｡私はかつて大規模惰報システムのウェブサイトの仕事をしていまし

た。ユーザヒリティテストにより、被験者はそのサイトの豊富な愉報園
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に価値を感じているにも関わらず、時々サイトを無意味にぐるぐるさま

よっていることがわかりました。その問題の原因は、各セクションはう

まく替かれているのにも関わらず、それらをまとめるサイト柵造がな

かったことにあります。以下は、私がサイトの変更提案をウェブマネジ

メントチームに紹介するのに使ったストーリーです｡画

ご存じのように、ユーザーは御社のサイトでどれだけ価値のある佃報

を見つけることができるのかにとても興味があります。しかし、そのう

ちの何人か、たとえは私たちが最近のテストで見た人は、ぐるぐるとサ

イトをさまよってしまっていました。メアリーはある特定の状況に対し

てどんなオプションを選べるのか知りたがっていました。彼女は何の問

題もなくそのページにたどり粉き、そこからさらに深いコンテンツの

ページへと進みました。しかし、彼女は「もっと詳しく」のリンクが同

じページへ連れ戻していることに気づきませんでした。彼女は３回以上

も同じことを繰り返していたのです。

私たちは、メアリーが求めている情報を見つけやすくするために、各

メイントピックの佃報をひとつのバナーにまとめてナビゲーションを改

瞥することを提案しました。その後、新しいナヒケーションがどのよう

に槻能するかを詳しく示したラフスケッチを提示しました。

この事例では、新しいアイデアのラフスケッチが、ストーリーを説明する例に

なっています。ミーティング中に単にアイデアをぼろつと川すのではなく、ス

トーリーによってコンテクストをつくり、アイデアの正しさを税明しています。

デザインの方向性を示すためには具体的なスケッチが必要ですが、何時にオー

ディエンスからのフィードバックを柔枇に受け入れられる柔軟さが必要です。

マネジメント向けストーリーのもうひとつの目的は、チームメンパーの関与を

尚めることです。人は一度アイデアや解決紫について考え川すと、そのテーマを

中断したり、アイデアをあっさりとは却下することが難しくなるからです。次の

ようなストーリーに対して、あなたは興味深いイメージのたくさん詰まった鮮や

かなイメージを作ることに集中しているかもしれません。

⑨
駐車場のテクノロジー

私がかつて見た驚くべき自動パーキングのテクノロジーは、ある企業の

リサーチラボから生まれました。それは、車を並列駐車するためのアルゴ

リズムでした。オーストラリアのチームが、小さなレゴの車にセンサー

をつなげ、その周りに障害物を並べて、アルゴリズムのデモを行いまし
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た。彼らは米国のヘッドクォーターにいるフェローリサーチャーにビデ

オを送りました。そのビデオには、レゴの車が前に進み､前方の障害物の

前にちょうどよい距離をとり、フロントホイールを右に適切な角度で切

り、完壁なアングルで後方のスペースに戻り、それからバックして最初に

駐車しようとしたスペースにぴったり収める様子が収められていました。

私は－人の都市生活者として、非常にすばらしいものに出会ったと感

じました。しかし、そのヘッドクォーターにいる研究者はビデオをみて

眼臆した後、最終的にそのアイデアを却下しました。私には却下した理

由がよくわかりませんでした。もし性能的に問題なければ、私の車のオ

プションとして購入するか、あるいは次に新車を剛入するときのオプ

ションとして検討したいと思っていたほどでした。

しばらくの間、私はなぜ米国のヘッドクォーターがこの機能を魅力的

だと感じなかったのか理解できませんでした。その後、私はヘッド

クォーターにいる彼らが郊外で働いていることに気づいたのです。彼ら

は朝仕事に向かうとき、広々とした駐車場に車を停めているのです。彼

らのほとんどは郊外に住んでいるでしょうし、家に帰るときも、自宅の

ガレージに車を停めるか、人通りの少ない歩通の脇に駐車しているので

す。そうです、彼らは日常的に並列駐車の殿しさを経験してなかったの

です。

彼らに提案を理解する知性がなかったわけではありません。これは彼

らにとって、並列駐車がそれほど大きな問題ではなかったということで

す。確かに、車が制御不能になった時の法的画任をどうするかなど、こ

の研究アイデアを却下する理由はあるかもしれません。しかし、この研

究に関してそうした贈臆があったかどうか確かではありません。

多くの組織において、プロダクトマネージャーはそのプロダクトの推進者であ

り、白身のストーリーをもっているでしょう。それは、セールスやマーケティン

グのような、内部の関係者を動機づけるストーリーであったり、噸容やクライア

ントに対して話をするためのものです。皆さんは自分の作ったストーリーがどう

やって彼らに服き、彼らをどう変えるのかについて考えているかもしれません。

時々、製陥やサービスの仕棟を変史することによって余計な仕事が増えるので

はないかという肌念を払拭する必要があります。イアン・ロディス、サラ・アレ

ン、ヴィキ・スターリング、キヤロライン・ジヤレットらは、オープン大学のサ

イトを設計していたときに、この問題を見つけました。学生もf録サービスの人た

ちは、入学希馴者が申し込みのIMIに唯一意見を聞ける人たちです。オープン大学
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に関する質問に同袴するウェプサイトの開発がはじまったとき、制作スタッフた

ちは、彼らの仕‘i確鮮ってしまうのではないかと心配しました。Ｅメールのトラ

フィックを分析してみると、オンラインでも｜･分に対応できる定瀞の質問もあり

ましたが、スタッフがマニュアルで応対しないと解決できないような質問もたく

さんありました。このユーザエクスペリエンスのデータを武器に、仕那の方法を

変えて、「ノイズ（オンラインでも十分に対応できる問合せ)」を減らすことに

フォーカスしました。そうすれば、サポートスタッフはマニュアルで対応するの

が難しい質問に同答するために時間をⅧけるようになるでしょう。

技術系オーディエンス向けのストーリー

技術系のオーディエンスは、ストーリーから影智をうけにくい州手です．特

に、ストーリーが火際のディテールをしっかり踏まえていなかったり、左脳人間

向けに具体的なデータを提供していないのであれば尚更です（図１０．３)。

技術系のオーディエンスは、ディテールにこだわる人たちです。特に、技術的

に困難なアイデアに取り組んでいる時は、以下のものが参考になるでしょう。こ

のとき皆さんは、ストーリーの正確さだけに耳を柵ましているような人に対応し

なければならないのです。

Ａさん：私はこのように（モックアップを見せて）形を作れるのではない

かと考えております。そこにはユーザーにとって多くのメリットがあり

そうです。なぜなら、私はフローを変更することで、ユーザーが雌もよ

く使う入ノノフィールドをページのトップに持ってきたからです。

Ｂさん：（括をさえぎって）その案には問題があります。あなたのモック

アップにはスペルミスがあります。まあそれはいいとしても、５番目の

入力フィールドがとても狭いので、長い文章のエントリーに対唯できな

テクニカルエキスパート

｢私には答えが必要だ｡」

図10.3技術系の専門家
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いと思います。

これはある棚の防衛メカニズムであり、皆さんのストーリーが彼らにとって旭

介なことを息味しています。技術系のオーディエンスに対応するひとつの方法

は、ストーリーを技術的にリアリティのある形でしっかり固めておくことです。

ストーリーが以下のような落とし穴にはまらないようにしてください。

・代衷的なキャラクターや状況設定を用いましょう

なるべく、現状を災すものを採川してください。自分の遡択を裏付け

るｲＩ火を川意しておきましょう。唯一の例外は、ストーリーのメッセー

ジが、皆さんがよく理解していないタイプのユーザーの存在を示してい

る場合です。

・ストーリーのアクションを具体的なものにしましょう

ストーリーがインタラクションを技術的に説明する必典はありません

が、技術系のオーディエンスに向けて僧懸性のあるストーリーを作るた

めには、どういうステップやディテールが大切かを考えましょう。

・ストーリーを正しい方向に保つ

ユーザリサーチのセッションでまとめた豊浦な愉報に対して愛簡があ

るかもしれませんが、ストーリーがIIiなる紀述に迷い込んでいないこと

を確認してください。

どのディテールが主張を裏付け、注目を巣めるのに役立つかを決めましょう。

これは、初期段階のデザイン成果物で、視覚的なテクニックとしてワイヤフレー

ムや忠火庇の低いプロトタイプを使う方法と似ています。

ユーザーがあることについてどのように湖すのかを提示したいのであれば、彼

らの言い回しや派硫な技術川語のイディオムに注意を払ってください。侍さんが

ユーザーのことを正確に理解していることを示すために重要です。

要するに、皆さんのストーリーがオーディエンスにとって亜要なものになって

いるかを確かめてください。成果物に側辿したディテールとあわせてストーリー

を話しましょう。何をしなければならないかを深く珊解できる明碗なイメージを

使いましょう。技術系のオーディエンスにとってよいストーリーは、彼らが今す

ぐ解決できると思っている問題や、解決したいと思わせる問題を提示しているス

トーリーです。それを鯉ぶのはあなたですが、岐初の選択はたいてい簡単です。

スティーブ・デニングは、オーディエンスと此鳴できるストーリーを作るため

のディテールのレベルや棚類の調整方法について話をしていたとき、スプリング

ボードストーリー・’との共通点を強調していました。デニングはザンビアの医

療従説者に関するストーリーについて一般的なオーディエンスに対して話をした
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とき、医縦的なディテールを避けて話をしました。しかし、そのディテールこそ

が医擦従耶者にとってストーリーにリアリティを与えるものだったのです．

急
小さな一歩と大きな飛躍

．Etre（www､et『e・Ｃｏｍ）のサイモン・グリフィンは数年間、毎号に渡っ

てユーザビリティに間する短いストーリー咽のティップス（コツ）を肥

取にしてきました。彼はオーディエンスを引きつけるために序盤に短い

ストーリーを入れ、残りのストーリーのためにトーンとコンテクストを

セットしました。以下のストーリーでは、記憧に残りやすい方法で短い

ケーススタディを述べていたり、専門的なユーザビリティの原則を詳細

に脱明しています。グリフィンは、ＮＡ５Ａが照亜力状態の中でものを画

くという問題をどう解決したかというエピソードから始めました。それ

から、アポロ１３の宇宙探索についての映画の台胸を引用しながら、彼の

会社に関する同じようなストーリーを話し始めました｡。

「Et『e，私たちには問題がある」

この前の３月、至急解決する必要があるユーザビリティの問題がある

と、ある企業から咽膳で迎絡を受けました。彼らは以前、ある大手のウェ

ブサイトの大規模改修の一部として、顧客がオンラインで商品券を鯛入

できる機能を導入しました。しかし、必ずしもすべてはうまくいきませ

んでした。その機能を開始したすぐ後、ユーザーの多くが間違えて、受

取人ではなく自分自身に商品券を送ってしまった人がたくさんいて、大

量の問い合わせの耐話を受けることになってしまったのです。その商品

券は受取人の園生日にあわせて送られたのにも関わらず、送り主の住所

に届いてしまったのです！

私たちに電話する前に、マネジメントは技術チームにコードのエラー

がないか確醍するよう指示ました。しかし、問題は何も見つかりません

でした。トラブルの兆候がないかどうか、ウェブのアクセスログも

チェックしましたが、ここでも問題は見つかりませんでした。問題は入

力ページのユーザヒリティにあったのです。

顧客は、受取人の惰報を入力しようとして、どういう訳か自分自身の

情報を入力していたのです。つまり、自分自身（送り主）の情報を入力

するところに、受取人の憎報を入力していたのです。

彼らは自分のやろうとしていたこととまったく反対のことをしていた

のです！問題のページは、比較的単純なページでした。送り主と受取

人のフォームはお互いに隣り合っており、両方のフォームに、「名前｣、

｢苗字」そして「住所」などの同じような入力フォームのセットが含まれ

１４９
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ており、両方とも相対的にわかりやすいタイトル（｢あなたの悩報｣、「受

取人の悩報」など）が付けられていました。混乱の元となるようなもの

は見当たりませんでした。マネジメントは問題をクリエイティブチーム

に引き継ぎました。

クリエイティブチームは、多くの案を検討した後、いくつかの修正案

を提案しました。その多くは大きな（つまり「コストのかかる｣）変更を

アプリケーションのワークフローに含んでおり、送り主と受取人の

フォームを別のページに分け、おまけにレイアウトとデザインも別もの

にしました。また他の案では、顧客の過去の履歴を基に、送り主と受取

人の情報が間違って入力されてないか推測できるサーバーサイドの検証

ルールも追加されていました。

どの修正案に投資するかを決定するIMIに、マネジメントはプロトタイプとその

オプションのユーザテストにＥ１ｒｅを脈うことにしました。そしてテストを実施

し、ただつのソリューションが１００％問題を解決できることがわかりまし

た。それでは、特効薬になったのはどんなソリューションだったのでしょう

か？ワークフローやサーパーサイドの検証ルールは変更する必要があったので

しょうか？いいえ。答えは、間脳のデザインにたった２つの笥葉を追加する

だけで済んだのです。その言菜は『あなたの」と「受取人の」です。送りI』の入

力フォームのラベルを「あなたの名IiiI」「あなたの苗字｣、そして「あなたの住所」

と変更し、受取人の入力フォームを「受取人の名前」「受取人の苗字｣、そして「受

取人のアドレス』に変災することで問題を完全に解決し、ウェプサイトはたった

の数分で修正されました。「小さな・歩と大きな飛鮒」なのです．

オーディエンスが一度に何人もいる時

複数のオーディエンスを･庇に相手にすることは、兜なるニーズのバランスを

とるよりも大変です。彼らはしばしば、異なる視点やlIU心を持っています。この

ような状況では、お瓦いの意見に耳をｉｆさない可能性が出てきます。

企業によっては、意見の相述や不一致を取りまとめるのが難しいコーボレート

カルチャーもあるようで、彼らは何が紙されているのか耳を傾けようとせずに、

なし崩しにうやむやにしようとします。みんなが典撃に問題と向き合って、それ

に対する兇解を脱明するのですが、椎も彼らが衝突を起こしていて、お互い迎拙

できていないことを指摘しないのです。侍さんはプロジェクトのキックオフミー

ティングに参加して、みんなが話しているのは本当に同じプロジェクトのことな

んだろうかと疑問に思ったことはありませんか？
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、
共有されるストーリーを作る

私は以前、開発者グループやマーケティング、駆業部のメンバーが参

加するミーティングに出席したことがあります。各自がその製品のビ

ジョンを説明するにつれて、彼らはその製品を異なる視点から見ている

だけではなく、全くことなる経験について説明していることが判明しま

した。ビジネスグループは、何もしなくても麗法のようにちゃんと正し

い候補を教えくれる人工知能のようなビジョンを持っていました。マー

ケティングチームは、すべてマルチメディアであることを望んでまし

た。そして開発者は、ビジュアルベーシックのようなものを想像してい

ました。

山のようなドキュメントがあっても、長時間のミーティングを行って

も、彼らはぼんやりとした不一致を解き明かすべく垢に耳を傾けようと

はしませんでした。衝突が起きるのは、雄かがホワイトボードにイン

ターフェースのラフスケッチを描いたときくらいでした。

私たちはすぐに気がつきました。私たちの本当のチャレンジは、すば

らしいユーザインターフェースを作ることだけではなく、チーム内の異

なる人たちが共通の製品ビジョンを持てるようにすることだったのです。

各チームのステークホルダーが異なるビジョンを持っている状態から、一足飛

びでハッピーエンドに運んでくれるような魔法の杖はないのです。ひとつのソ

リューションは、ストーリーを使って各チームの初期のビジョンを引き出すこと

です。彼らのビジョンをストーリーとして位鮒づけることができれば、政治的な

争いを起こすこともなく、チーム間の述いについて話しやすくなります。皆さん

はそれぞれのストーリーのピースをひとつのストーリーにまとめることができる

ので、彼らの意見もまとめることができます。

オーディエンスに合わせるということは、彼らをいい気分にさせるということ

ではありません（それも想いことではないのですが)。それは、人々が本当に杵

いたいことをIlHいて、ＵＸチームを優れた存在にするためのストーリーを作るこ

となのです。

１０章の眼注

＊ｌスプリングポードストーリー：オーディエンスの理解によって鵬剛するストーリー。大量

に情報を与えるのではなく、ある理解が触媒となることによって飛剛することができる。

1５１
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１０章のまとめ

マネジメント側の人間とストーリーを此ｲﾘするときは、彼らがストーリー

を作った↑ｆ,１tではなくそのストーリーのもつメッセージに典味があるという

ことを覚えておいてください。このオーディエンスは、簡単に理解できるス

トーリーを求めています。マネジメントにとってよいストーリーとは、以下

のような基執を満たすものです。

、主張が明快であぁ心

・折しいアイデアヘの脈を|＃lいている．

、デモグラフィック特‘性やデータ、激1,,1‘といったものを越えたふるま

いについて教えてくれて、それがどのようにＵｘデザインに落と

し込まれているのか雀示している。

、オーデイエンス(＝マネジメント）にあった視点から綴られている。

、ユーザリサーチや他の分析から'1卜られたデータに人Ⅲ味が加えられ

ている‘，
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ーれまでは、ＵＸデザインにおいて「なぜ」そして「いつ」ストーリーを締

ｋ－るかを拙抽してきました。ここからは、「どのようにして（方法)」に魚点

を当てていきます．いかにストーリーを短くするかなどは問題ではなく、いかに

慎砿に組み立てるかがポイントになります。

ストーリーのアイデアは、ポイントの説明や質問の答えを求められたときに同

然に生まれることがあります。またレポートやプレゼンテーションの．部として

あらかじめストーリーを考えることもあるでしょう。どのようにストーリーを見

つけようと、いつそれを使おうと、あなたのゴールは同じです。ストーリーに主

張を込めたいのです。ストーリーを作るⅡ的は、あなたの意図を誤解なく確実に

伝えることです。

それでは、ストーリーの作り方に耐を進めましょう。残りの章では、ストー

リーの柵成要紫と、それらを利川して、より魅力的(そして効果的）なストーリー

を作る方法について税明していきます。これらの章で伝えることは、あらゆるス

トーリーにあてはまる理論やガイダンスも引用しますが、ユーザエクスペリエン

スのストーリーに関係したものです。

たとえば、侍さんは自分のことをパフォーマーとは擢えていないと思います。

でもあるグループに向かってストーリーを鵬すとき、それは側の“鵠り”とな

ります。あなたのＵＸストーリーは決まりきった筋背きの日険ストーリーでは

ないでしょうが、柵造とプロットを用いて行為を説明していることには変わりあ

りません。

私たちはストーリーを柵成する典索として、以下のものを搬細に１J‘ていきます。

・オーディエンス：誰に低えるためのストーリーですか？

、ストーリーの素材：ストーリーに含まれる必要があるものは何ですか？

・ストーリーの柵造：ストーリーはどのように柵成されるべきですか？

・メディア：どのようにしてストーリーは語られますか？

‘‘クラフト'，とはどういう意味ですか？
“クラフト”は扱いにくい言葉です。何かを作る技術や手先の器用さ、熟練し

た芸術的なスキルを指すこともできます．また同時に、巧みな文噸など熟練の作

莱の最終結果を指すこともできます。これらの意味はすべて、ＵＸデザインにお

けるストーリーテリングに当てはまります（もし舗頼性とペテンについて疑問が

ある場合は４章「ストーリーの倫理」を参照してください)。

このようなストーリーは、あるI』的のために作られます。ｒＩｄ炎現は主な目的

ではありませんが、雄弁さや楽しさ、魅力を持たせてはいけないという意味では
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ありません。

たとえば、ユーザエクスペリエンスのストーリーをバスケットとして考えてみ

ましょう。バスケットには物を入れるという目的があります。バスケットはまず

物を入れる役割を果たせることが承要です。しかし、バスケットの名エは機能を

超えます。バスケットを使いやすいだけでなく美しく仕立てます。職人が繰り返

して美しいバスケットを作る方法を知っているとすれば、それがクラフトです。

同槻に、ストーリーテリングのクラフトを学ぶことは、効果的なストーリーを繰

り返し作成する助けになるでしょう。ストーリーテリングを練習すれば、ＵＸデ

ザインのストーリーテラーとして述人になるだけではなく、もっとよいストー

リーそのものをを作ることができるでしょう。

ストーリーは練習で上達します
ストーリーをクラフトすることは繰り返しのプロセスです。雌初に下許きをし

て、それを試して、フィードパックに蝦づいて改善し、再び誠します。ケビンが

あるストーリーテリングのカンファレンスで、初めてワークショップを行ったと

きのことです。雌後の例としてストーリーを柵し終えた後、彼のもとに』.G･“バ

ウパウ”ビンカートンと名眠る年老いたストーリーテラーが近づいて来ました。

「いいストーリーだ、若いの」彼は続けました。

「いいかい。ストーリーを１００回拙るまではそのストーリーを本当の意味で

蝿解したとは前えないってことを、お前さんはわかっていないな｡」

なんだって？１００同も？ぱかげてる！しかしケピンは』.〔;・が｣ビしかっ

たことに後になって凱づきました。練習のlnl数はともかく、ストーリーがデザイ

ンを意図したものであろうとパフォーマンスを意同したものであろうと、練料す

るほど上運します。ストーリーは語れば綿るほどよくなり、紙すことがあり心地

よくなり、新しいオーディエンスやシチュエーションに適応できるようになりま

す。そして、ストーリーの新しい次元が凧|ⅢjhLえてきます“そして』.Ｇ､が討っ

たように、そのストーリーをより深くⅢ解することができるでしょう。

侍さんはおそらく、すべてのストーリーにいちいち真剣に取り組みたいとは思

わないでしょう。ストーリーにはその甥限りのものもあれば、繰り返し語れるよ

うなレパートリーの鞭力になるものもあります。トム・エリクソンは、「私には、

災年に渡るデザインの爽賎から仙み、ねてきたストーリーのレパートリーがある

のです」とi１$いています。「私はそれらを災め、秤き、譜ります。Iliいストーリー

を架めて新しいものを生み出すのです。私はストーリーを、私独自の観察や経験

から作成します。私はこれらのストーリーを、搬論を生むため、伝えるため、説

l粥
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得のために川います｣。

よいストーリーを紙りたいなら、練習に励み、状況にあわせた修11§も行わなけ

ればなりません。

⑳
落ち着いたピエロのストーリークラフト

私が照明デザイナーとしてビッグアッブルサーカス索'に勤務していた

年、公演にtheone-rin9Europiancircusのトップスターのピエロが参加

していました。彼は、赤鼻のスタイルでユーモアを表現する米国のピエ

ロとは全く違っていました。初演の夜、彼の興行は大失敗でした。子供

たちは彼をじっと見据えるだけで、〈すりとも笑いません。サーカスの

スタッフたちはこのスターピエロが怒りたし、観客をなじるのではない

かと身柵えてさえいました。しかし翌朝、昨日とはうって変わって、私

たちが照明の作業をしている間中、彼はリングへ旅行かはんを持ち込ん

で黙々と稽古をしていましたｃその晩、彼は少しの笑いを取りました。

そして日ごとに何かを捨て、新しいものを加えながら、彼は仕事を続け

ました。その週末には、大きな笑いを取り、拍手喝采を浴びるまでにな

りました。彼はピエロのスタイルを捨てるのではなく、観客の声を注意

深く聞き、顧客への脂しかけ方を学んでそれを成し遂げたのです。

時としてストーリーは役に立ちません
私たちは誰もがストーリーを作れると神きました。私たちはＵＸデザインに

ストーリーをうまく用いる〃法に照点を当ててきました。しかし、鍬めた〈ない

ことですが、ストーリーが役にW〔たないときもあります。たとえどれだけストー

リーに取り組んだとしても、うまくいかないことがあります。それはあなたのせ

いかもしれないし、オーディエンスのせいかもしれないし、オーディエンスの逃

択を誤ったせいかもしれません。もしくは要点をシンプルにしようとしたこと

で、ストーリーを意味をなさないものにしてしまったのかもしれません。

⑨
役に立たなかったストーリー

私がモトローラでストーリーテラーに就任したとき、所属する部署の

研究技術のためにユースケースを作成する岡任者に指名されました。

私はユースケースに改良を血ね、自分でもよくできたと思っていまし

た。「スーザンは耐話の使い方を知らなかったけど、ＯＫボタンを押して

みたらうまくいった」というものよりは優れていました。動機づけを加
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えたからです。キャラクターには電話に出る理由があります。ユーザー

が問題を抱えていて、晒脂に出てもその問題の解決には役に立たないと

したら、耐話向けのソリューションを提供しても意味がありません。

私はすばらしいユースケースを書いたのですが、メンバーからは「こ

れは私たちの役に立たないよ」と言われました。なに<そと思い、違う

アプローチを試し、いくつかデータと櫛造を付け加えました。「だめだめ

役に立たない｣。それから私は立て続けに違うバリエーションを作成しま

した。それでもうまくいきません。私は技術的な観点以上のものを加え

ようと、複数の感覚要緊を盛り込んでみました。「う－ん、これは少し長

すぎるよ｣。長いだって？それは２段落程度でした。「ああ、それは少

し長い。それを読もうと思わないよ｣。それならどうしたらいいんだい？

と尋ねたところ、「2行以内で頼む」と画われました。

パワーポイントのように句点抜きで表現するべきだったのだろう

か？と私は不思臓に思いました。それが彼らにとってより親しみやす

く、受け入れやすいのだろうと、私はショックを受けました。

怒るのは簡巾なことです。ケピンはストーリーが機能するための試みを砿ねま

したが、うまくいきませんでした。彼はストーリーを巡った力法で使おうと拭

し、そしておそらく、ストーリーも改沸しようとしました。しかし結崎、それは

オーディエンスにとっては無意味なものでした。

私たちが両えることはこれだけです。引き際を知ろう。時が来ればよいストー

リーをまた思いつきます。

ゴールについて注意を払いましょう
ユーザエクスペリエンスのストーリーを、行き当たりばったりのアネクドート

やオーディエンスを笑わせるためのジョークにするべきではありません。たとえ

ば飛行機で会拙に向かった際、乱暴なフライトだったと想倣してください。プレ

ゼンテーションを始めたとき、あなたはまだそのフライトに腹を立てていたの

で、その体験を笑い話の中に取り込みましました。うまくいったみたいで、オー

ディエンスは笑ってくれました。しかし、そのストーリーがあなたのプロジェク

トに側する裸題を脱Hjlしたり、ユーザリサーチのデータを洲強したり、ユーザエ

クスペリエンスのゴールについて棚4がないのであれ噸、プレゼンテーションの

本当の役には立たないのです。そればかりか、もしストーリーについて熟MjIして

いない場合、主張と矛盾したり、ストーリーとの関連をオーディエンスに考え込

ませてしまって話に集中できなくなったりと、返って逆効果になってしまいます。

157
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１５Ｎ

どんなデザインもそうですが、ストーリーの作成はlﾘ1碓なゴールとともに始ま

り鵬す。ＵＸデザインのスI､一リー1.k、将だの’１.ーディエンスとゴールのために

作成されます。リサーハ.－がユーザーの視点をｋりIﾘ'雌に感じ為''ﾉjけになるス

トーリーが必典になるかもしれませんし、側発チームに異なるデザイン案の相対

的なメリットをぷしたり、どのようにユーザニーズとピジネスゴールのバランス

を取れるかを'｣〈すことが目的になるかもしれません『また、デザインチームに耕

たなlHl題の枠紺みにおいて、創辿的な苑AMをさせることが''的となるかもしれま

せん。このような状況においてストーリーが効'ｲL的であるためには、ス'､ーリー

の主推がある特定のオーディエンスを拙得できるものでなければいけません。

１１章の訳注

＊ｌピッグァップルサーカス：米１１;Iのニューヨークを拠点とするサーカス|･'１（ピッグアップル

はニューヨークの別称)。ニューヨークでは脈ｲ|､秋から冬に公油があり、ファミリーイペシト

とＬて人気がある

１１章のまとめ

本諜の”の流では、ユーザエクスペリエンスデザインにおいて、「なぜ』

や『いつ」ではなく、「どのように」ストーリーを川いるかに卿Mを'Ⅲiてて

いきます。

・ストーリーをクラフトする作業は、ストーリーがあなたの間際を満

たすもので、誤解なく確実に愈阿通りに伝わることを目的としてい

ます。

・ストーリーを作jるには、ストーリーが機能するまで火賊と慰欲的な

改禅が必嬰です。

・ストーリーは時として役に立ちません。時には、ストーリーを切り

上げて別のコミュニケーション方法を模索することも必要です。

次の唯では、ストーリー詮作成するための要米について見ていきます。

オーディエンスからはじ叢り、視点、キャラクター、コンテクスト、心的イ

メージ、瀞梁づかいといった要業を含み、拙造、プロット、そして柵し方に

ついて取りｌ:げていぎます。
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スル７脚難‘ｿ蛎襟蝋亘I悩里《鰐蝋
１２．１）と、ストーリーテラー、オーディエンス、ストーリーをつなぐ･動的な関

係性を見てきました。

００

、 －ノ召
００

ストーリーテラーオーディエンス

図１２．１ストーリー・トライアングルでは、オーディエンスとストーリーの間と同楳、

ストーリーテラーとオーディエンスの間にも関係があります。

ストーリーを作る股初のステップは、オーディエンスを特定し、理解すること

です。これは当たり前のことのようですが、ストーリー制作の産みの苦しみの中

にいると忘れやすいポイントです。このことは、ＵＸデザインと同様、パフォー

マンスとしてのストーリーテリングにも当てはまることです。両者におけるⅢ的

は、単にすばらしいストーリーを11$く（柵す）ことだけでなく、他の誰かに何か

を伝えることなのです。それは、新しい方法で、オーディエンスの理解を助け、

相手に納得してもらうことなのです。

単に出来IlIを縦列するような単純なストーリーか、または互いに矛盾する立場

があるような拠雑なストーリーであるかに関わらず、オーデイエンスにストー

リーを耐けることが雌も肝心なところです。ここには気に冊めておくべき２つ

の関係があります○両杵とも、オーディエンスがストーリーのI蛾をどう理解す

るかに影響します。

・オーディエンスとストーリーの間の関係

・あなたとオーディエンスのⅢの関係

オーディエンスとストーリーの関係
ストーリーを作る際、ストーリーのコンテクストとオーディエンスとの間合い

を考えなければなりません。オーディエンスは、ストーリーのディテールやキャ


