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１８２

＝の章では、ストーリーの素材について見ていきたいと思います。これまで

Ｌ－は、ストーリーのターゲットオーディエンスについて考えてきましたが、

ここからはストーリーを組み立てる方法について考えていきます。ストーリーを

柵成する要素には、以下のようなものがあります。

・視点：ストーリーが語られる視点

・キャラクター：ストーリーの職場人物

・コンテクスト：ストーリーが展側される邸境

・心的イメージ：ストーリーが喚起する視覚的、感憎的、あるいは知覚的

な質感

・言葉づかい：キャラクターの話し方も含めた、語りのスタイル

ストーリーのレシピや次京で検討するストーリーの櫛成に従って、素材を組み

立てれば、効果的なストーリーを作ることができるでしょう。

視 点
どんなストーリーにも、少なくともひとつの視点があります。ユーザエクスペ

リエンスのストーリーに中立的な視点などあり得ません。どのような視点からス

トーリーのキャラクター、コンテクスト、イベントを表現するかが、主扱の･部

となります。視点を変えるということは、ストーリーを変えるということです。

そしてそれは、特定のオーディエンスにとって効果を発揮し、主強したいことを

より明碗にしてくれます。

古典的な１１例に、「白目の塊たちとゾウ』というストーリーがあります。この

1F例は、視点の変化が私たちの体験に及ぼす影響について教えてくれます。

盲目の男たちがゾウに出会いました。

ゾウの横側を触れた男はこう富いました。『ゾウとは壁のようだ」

ゾウの牙に触れた男はこう両いました。「いや、ゾウとは愉のようだ」

ゾウの鼻に触れた卯はこう甘いました。『いや、ゾウとは蛇のようだ」

ゾウの足に触れた男はこう謝いました。「いや、それはおかしい、ゾウ

とは水のようだ」

ゾウの尾に触れた男はこう言いました。「いや、みんな間述っている、

ゾウとはロープのようだ」

盲凹の男たちは、ゾウの異なる部分に触れ、典なる視点を御て帰っていきま

す。どの体験も間違いではありませんが、ゾウ全体を反映していません。ストー

リーの視点を選ぶということは、すべての経験の中の、特定の部分を抜粋すると

いうことです。ひとつ、あるいは複数の視点を選ぶことで、ストーリーに避場す
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る人物の経験が限定されます。これにより、オーディエンスが経験する情報も限

定され、それ以外の仙報を除外することで、オーデイエンスの体験は変わってい

きます。

視点を定めるひとつの方法は、ストーリーに表現したい目的や考え方について

検討してみることです。ある４人がオンラインプックストアを使う理由を説明

するところを想像してみましょう。

「私は本を買うために、このストアを利川します。鈷棚えはいいし、価格

も・番安いですしね｡』

「自分が脳入しようと思っている本について、他の人たちがどう評価して

いるのかをチェックするために、レビューを見にいきます。その後は、地

元のひいきの本賊さんに行きますね｡」

「気蝿に家族へプレゼントを剛ることができるので、利用しています。配

送情報もオンラインで保存されますからね｡」

「私はそのサイトでめったに買い物をしませんが、ｅBayで欲しいものを

比較するのに便利なので、ときどき利用します｡』

いずれの視点を使っても、オンラインブックストアの利川シーンに関するス

トーリーを作ることができます．サイトのよいところや、彼らの生活に対してい

かに祉透しているのかについて、別々の考えを説明しているからです。今のとこ

ろ、彼らについてはあまりよくわかっていません、キャラクターをつけるとすれ

ば、性別や人棚、年齢、身是、体耐、文化、社会的影響のようなパーソナリティ

を付け加えるといいでしょう。当然キャラクターは視点に影響するので、ストー

リーの中心となるキャラクターは、視点について考える近道になります。しかし

まずは、どんなストーリーを伝えたいのか、どんな視点があなたの韮摂を助ける

のかを考えてみましょう。

もし視点がそれほど萌要ではないというのであれば、人気の咲擦テレビドラマ

『ハウス（原題：House)』.’を思い出してみてください。このドラマは恢帥の目
線で語られる推理もので、朕帥たちは次々 と複雑な病例を解決しようとします。

ドラマの主人公はハウス医師とその患者なのですが、脇役としてハウス医師の同

依も職場します。また、危険性のある医療処置に対して許叫を与える人として、

蝿者たちの身内も登場します。ハウスI災帥たちは、患者の治療を妨げようとする

悪者を見つけ出して綱状を正しく診断して鯛地から救おうと努力します。そし

て、蝿者の身内や院内の官僚的な人たちの抵抗に打ち克ちながら、胆者の病気を

治縦するのです。

しかしもし、このストーリーを恩者や彼らの身内の目線から船ったらどうなる
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でしょうか？彼らは閲っています。そして恐れています。しかも生死を賭けた

決断をMll順に辿られるのです“彼らは医師たちから排除されたり、いじめられた

り、欺かれていると感じることも経験します。たとえばあるエピソードの中で、

ハウス医師は手術を行うために、同僚に頼んで、ＣＤＣ（米田疾摘対策予防セン

ター）からのふりをして慰稀のﾉﾘ親に電話してもらい、手術の同意を取りつけま

した．もしこのストーリーを恩昔の身内の目線から伝えたならば、ｒハウス』は

かなり遮った勝細になるでしょう．

Ａ〔laI〕tiVcPalh社は、Ｗｉ尿描思音向けのモニタリング装悩のデザインプロ

ジェクトで、これと似たようなことを行いました（１２京参照)。化学や製造上

の製作からデザインを始めるのではなく、糖尿病恩行たちの体験からデザインを

始めたのです。こうした視点の変化が、彼らの語るストーリーを変え、ついにデ

ザインをも変えたのです。

技術になじみがない人や、コンピュータ内部の仕組みや川拙、利川習慣が身に

ついていないような人たちの経験を探索するストーリーにも、視点を利用するこ

とができます。デザイナーやエンジニアが夢にも思わないような製品・サービス

の使われ方を提案してもよいかもしれません。ストーリーはデザインのビジョン

を広げることができるのです。

１０歳で出てきた「駐'1〔鵬のテクノロジー」のストーリーを地えてますか？

あのアイデアが全くうまくいかなかったのは、都会のドライバーの視点や、縦列

駐'1ｔに挑戦する意義に関する視点が抜けていたからです。研究者が、誰もがあの

技術に価値を認めるはずだと思い込んでいなければ、結果は変わっていたかもし

れません。

・駐車場ピルや巾''1(の蒲理人の視点からストーリーを語ってみましょう。

彼らは、内分が杵段迎蛎していない車を駐車するのがどんなに難しいか

を知っています‘，コンピュータで杵理された恥１１〔期では、駐車スペース

がうまく活川され、恥'１〔や巾の追跡がずっとＩＩＬくなります。私たちはI|〔

の'1,Ｖ広告を、皿峨乎の視点で兇てきました。ＣＭの上役であるブラン

ドの車はぶつからないのですが、他の収はすべて木にぶつかりました。

・都会のドライバーの視点からストーリーを語ることもできます。彼ら

は、簡蝋に駐'1〔できる朔所を探すために何ブロックも探しまわります．

・エコロジストの視点で恥巾を好えることもできるかもしれません。駐I|〔

スペースを探している時IH1やのろのろとした下手な駐』Ifのせいで他の11〔

の通行を妨げている州ﾊlのすべてが、大凱汚染や地球温暇化を促進して

いるからです。
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･都市全体の視点で薄えることもできます。巾を駐車するために費やされ

る時間の総刷をiiI･算して、人ｎ全体でどれだけの時1mを役やしているの

か示すのです。街区の空中写真やタイマーを使って浪費した時間をカウ

ントするビジュアルストーリーを想像してみてください。

ストーリーとの関係性が視点の選択に与える影響

１２章では、皆さんとオーディエンス、そしてストーリーとの関係について諾

しました。あなたがユーザエクスペリエンスに関するストーリーを栗めていたと

すれば、ストーリーを染めたあなた自身も、ストーリーの‐部になりえます。だ

とすれば、ｎ分が知覚したことをストーリーに含める方法を考えなければいけま

せん。

エスノグラファーは、普段からストーリーの披定に多くの時川を猟やしてお

り、常にこの問題に取り組んでいます。ジョン・ヴァン・マーネンは、著作

『フィールドワークの物語一エスノグラフィ－の文章作法（原題；TaIesofthe

Field：OnWritingEthnography)』零2で、ストーリーテラーとオーディエンス
の関係性の迎いから、エスノグラフィ－の記述方法を定義しています‘，その方法

は、現実主錠者的ストーリーと、告''１的ストーリー、印象主義者的ストーリーの

３つです。

現実主縫者的ストーリー

現実主捜者的ストーリーでは、ストーリーの智者は職場しません‘，代わって、

鋪三者のナレーションによってストーリーが進行します。このストーリーは、登

場人物が何を行い、何を厨い、何を思ったかに1K点を個いています。これらはド

キュメンタリー形式であり、具体的に言及することに注力しています．実際に起

こった、あるいはこれから起こりそうなイベントを使う必要があります。

現実飛義的ストーリーは、使川状況や典ﾉ刷的なイペント、アクティピティを脱

明するのに役立ちます。ペルソナストーリーはたいてい、このように事実に即し

たスタイルで書かれています。ストーリーの中にはディテールも含まれています

が、感悩的な記述よりも、行動やインタラクションが重視されます。

以下に紹介する現実主義者的ストーリーの例では、まず簡単にコンテクストを

説明した後で、主人公がインタラクティブなシステムを使って問題解決をする概

子を描いています。
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念
バスを待つ

四が降る中で長時間バスを待っていて、しかもバスのダイヤが遅れて

いるのか、それとも自分が到魁時間に遅れたのかわからないことほどイ

ライラさせられるものはありません。サンドラは雪があまり好きではあ

りませんが、バス停でバスを待つのはそれほど苦ではありませんでし

た。彼女の利用する路線では、バスの時刻に確実に間に合っても、時刻

表よりも前倒しでバスが行ってしまうことが時々ありました。サンドラ

は数分待った後、バス停の番号を確呪するために、標職から智を払いの

けました。そして、携帯剛詰のアドレス帳に登録していたRideFindの入

力フォームにバス停の番号を入れて、テキストメッセージを送るだけで

よかったのです。数秒後、RideFindから返信がありました。バスは１０

分遅れているようでした。サンドラは無事、時間通りに職場に到紛する

ことができました。

告白的ストーリー

告白的ストーリーは、ストーリーテラーの体験に基づいた、一人称で語られる

ストーリーです。このストーリーのスタイルでは、リサーチレポートのように、

著者の役削がMll確に泌知されます。ストーリーに笠場する人や観察対象の選択、

インフォーマントや剛察結果に対する砿みづけが悪者によって行われます。

このタイプのストーリーは、経験を他人とシェアするための方法です。これま

でに学んだことやデザインプロセスに側するアイデア、問題解決の方法など、

槻々な経験がストーリーになります。本併で紹介しているストーリーの多くは、

この形式になります。１２厳で紺介した「彼らの視点からビジネスを見る」とい

うストーリーは、告白形式を使ってクライアントの視点と開発者の視点との橋渡

しをしています。個人的な体験をダイレクトに話すことによって、オーディエン

スとつながりを持つことができます。また、自分を驚かせた体験をストーリーと

して組み唯てれば、オーディエンスの緊扱感をほぐし、リラックスした雰朋気で

インサイトを北櫛することができるでしょう。

１５章のルイス・ローゼンフェルドによる「ストーリーは時間を与えてくれま

すｊというストーリーは、チームの共同作巣に関する、告白的ストーリーの一例

です。クライアント企莱でプロジェクトチームが何を考えていたのかを記述する

代わりに、彼自身の11線でストーリーを冊っています。この形式は、初めて摘を

するオーディエンスに121分のことを細介したり、オーディエンスとの'１M係を櫛築

するのに役立ちます。
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⑳
どのようにして私がそこに至ったかを語るストーリー

世の中には、長年アクセシビリティに取り組んでいて、私より知識や

経験が豊窟な人がたくさんいらっしゃいます。ですので、このテーマに

ついて人前で鋼演する時は、いつも自分がこの分野の初心者のように感

じてしまいます。

ある年、私はKnowbiIity*〕が主催するアクセスＵカンファレンス食4で
オープニングスピーチを行いました。このカンファレンスには、ウェブ

サイトやその他テクノロジーのアクセシビリティを高める手法を学びた

いオーディエンスが参加していました。私はこの時、アクセシビリティ

の重要性について語るつもりはありませんでした。私が本当に話した

かったのは、なぜアクセスできることが亜要なのかでした。そこで、ユー

ザビリティに間する「なぜ、なに」を掘り下げて賭すかわりに、なぜア

クセシビリティの賛同者になったのかを括すことにしました。

それは、いくつかの点をつなげて全体像になるようなストーリーでし

た。私は、自分にまつわる３つの出来醜とアクセシビリティとの関係に

ついて賭しました。個人的なストーリーを贈ることで、その場の全員を

納得させるような普遍的な砺実を贈る必要がなくなりました。また、本

来アクセシビリティとは関係ないトピックを含め、なぜアクセシビリ

ティにたどり若いたのかを語ることができました。あくまで、・私･がそ

こに至った過程を伝えただけなので、アクセシビリティのパイオニアを

批判するようなリスクを負うこともありませんでした。

これは一見、リスキーな戦略のように見えるかもしれません。もしあなたがエ

キスパートなら、専門的知識を共有すぺきではないでしょうか？個人的な問題

や体験ではなく。しかし、自分自身の視点を通してストーリーを伝えることで、

トピックの難しさを絶識してもらったり、自分でもインサイトを得るまでのチャ

レンジを述成できるとオーディエンスにぷすよい方法だといえます。

印象主義者的ストーリー

印象主義者的ストーリーは、イベントの記述にしっかりとしたストーリーの櫛

逓を与えたものです。ヴァン・マーネンによると、このストーリーには次のよう

な解釈が秘められています。“さあ、これが現実の世界です、あとはあなたの好

きなように解釈してください”と。ｕ的は、体験したものをどう捉えるべきかを

読者に伝えるのではなく、体験の始めから終わりまでを読者に示してストーリー

に引き込み、話の展冊につれて問題や謎の本両を理解してもらうことです。
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ユーザエクスペリエンスのストーリーがデザインのアイデアを生む出発点にな

るように、印象I;溌朽的ストーリーも、アイデアやアクションを触発することを

意似Ｉしています。この形式は、ストーリーのコンテクストから始まり、ストーリ

テラーの観察者としての立場も含みながら、ドラマティックなイベントの再演へ

と移っていきます。このストーリーには結末がありますが、暗示的な問いで終わ

ることもあります。

次の印象主溌脅的ストーリーは、ビジネスミーティングを逃した話です。何の

結論にも至りませんが、ストーリーの登甥人物についていくつかのアイデアを示

唆しています。このストーリーは・人称視点で、あたかも皆さんに向けて語られ

ているかのようにＷ細成されています。第三者視点で譜ってもよいでしょう。

露
ミーティングを逃す

私は小規模のコンサルティング企業で働いています。もしあなたが同

じような環境で働いたことがあるのでしたら、契約前の新規クライアン

トとのミーティングが大躯なことはご存じですよね。この手のミーティ

ングは、数多くある仕躯の中でも最重要であり、将来の収益を左右する

のです。

ある年の１月のことです。社長が、オフィスから数時間離れた場所で

行われる「重要ミーティング」を予定に入れました。私たちはミーティ

ングの準備を手伝い、すべての準備を終えました。しかし次の日の朝、

とても激しく雪が降ってきました。

交通佃報や天気予報が、高速道路などでの廟故に気をつけるよう、注

意をよびかけていました。「ミーティングはキャンセルしましょう」と私

たちは提案しました。「危険を厨してまで運転していく必要はないです

よ」とも。しかし社長は、無理にでも行くと決心したのです。「ここは

我々の熱意を示す必要がある」と。

プレゼンテーション画料、問題なし。企築紹介の書類、問題なし。ブー

ツ、間剛なし。念入りに確肥した後、社長はミーティングに向けて出発

しました。念には念をということで、１時間も早めに出発したのです。

４５分後、社長から詔話がありました。理の吹きだまりにはまって車が

スリップしたというのです。彼は私たちに、レッカー車の手配と、クラ

イアントへ遅刻の迎絡を行いました。

社長がミーティングに少し遅れるかもしれないことを伝えるため、私

たちはクライアントに温賭をかけました。、膳は無事、受付につながっ

たのですが、「申し訳ありませんが…」という答えが返ってきました。彼
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女は続けて、「担当はもう帰社いたしました。この留ですから、通善策と

して市街地で車を乗り捨て、早々に電車で帰宅することにさせて頂きま

した」と答えました。

おっと。私たちはミーティングに向かうことはかり考えすぎて、他の

人は大雪が降ると早めに帰宅することなんて忘れていたのです。

視点を加える方法

視点を加える雌も一般的な方法は、ストーリーのメインキャラクターに括をさ

せることです。そうすると、このキャラクターの話す内容が、ストーリーの主狼

を組み立てていきます。これは、孔なるキャラクターが異なる人生経験を表現す

るためです。

ＨＳＢＣ,５は、こうした視点を取り入れた広告シリーズを皿Ⅲしています。そ

れぞれの広告では、イメージとそのイメージへの反応を示した胃菜がセットで使

われています。たとえば、バックパックは「冒険」や「恐れ」「負担」を表現し

ています。また、ひとつの言葉、たとえば「安全」が、複数の烏々、テディペア、

またはパスワードの人力欄など槻々なイメージを通じて排求されます．それぞれ

のイメージが、側なるキャラクターや異なる体験のストーリーを暗に示していま

す。この広告のメッセージは、世の''１には様々な視点が存在しており、そのすべ

てを理解している銀行があなたに必要なのだということです。実際に放映された

広告をＨＳＢＣのウェプサイト『YoUrPointofViGw』で兄ることができます。

視点を変えることで、新しいデザインが満たすべき槻々なニーズを提案するこ

ともできます。たとえば、あるキャラクターが夜の光最について『暗くてｲ《古」

と言ったとします。しかし一方で、他のキャラクターは「伸かで平和的」と言う

かもしれません。撹帯電話の調査において、前者の視点でストーリーを語った場

合、フラッシュに使われる明るいパックライトのような槻能や、特別川途の緊急

コールポタンに対するニーズが出てくるでしょう。また後者の視点では、周川の

和やかな界冊気を邪魔しないよう、粁偏肯を素早く手経にコントロールする機能

を提案できるかもしれません。

視点を加えるもうひとつの方法があります。それは、予想できない状況やコン

テクストを作ることです。本来のストーリーと、実際に掘られるストーリーとの

間のコントラストから、ユーザエクスペリエンスにおける新たな視点が生まれま

す。テレビ広告は、広告（そして願わくぱそこに登場する製品・サービス）を視

聴者の記憶に残りやすくするためにこの手法を使っています。英国で長年放映さ

れているホンダＣＲ－Ｖのテレビ広告がそのいい例です。ロングランのラジオ番

189
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組『プレイリー・ホーム・コンパニオン』のパーソナリティであるガリソン・ケ

イラーのナレーションで、飛び出してくる車や人々、路１m整伽の作難側を避けな

がらドライバーが運帳しています。ナレーターは、この「地球で雌も住みにくい

場所」での暮らしが容認されていることを受けて、いかに人は向こう見ずでなけ

ればならないのかを語ります。そこに、この映像を観ている人々の様子がカット

インされます。映像は荒涼としたt地の辿物の外壁に投影されており、オーディ

エンスはメキシコか南アメリカの農期労働帝たちのようです。彼らは、ヨーロッ

パの街角で車やトラックがかろうじてすれ述い合うクレイジーな光蹴を観て、に

こにこ笑っています。この広告は、英国のオーピントンの人々と農場労働者たち

の視点のコントラストを使って、本当に住みにくい場所とは何かを問いかけてい

ます（hI1I》://ｗｗｗ・youtubc・com/walch?v=b-gE《ICcoh80)。

１２章で述べたとおり、ストーリーを作る時はオーディエンスから始まりま

す。オーディエンスとストーリーとの関係や、ストーリーを伝える目的が、視点

の軍要な一部になるからです。

召
ライオンのストーリー

毎晩息子に同じお賭をする父親がいました。それはアンテロープを狩

るライオンの物語で、アンテロープはいつもライオンを出し抜きます。

息子は毎晩同じ話を聞かされるので、ついに父親の賭を止めて聞きまし

た。

「いつになったらライオンは勝つの？」

父は本を閉じて倉いました。

「ライオンが自分で物賠を賭すようになったら勝つさ」

（アフリカの故事）

キャラクター
キャラクターとは、ストーリーに職場する人物（または他の生き物）のことで

す。また、人の特徴を定義することにも使われます。私たちの関心は後者にあり

ます。これらの特徴が、ペルソナをユースケースにおけるアクター（ある特定の

コンテクストにおける役割）と区別し、キャラクターの動機や、好み、目的の理

解に役立ちます。

ストーリーは、私たちがよく見かける“ユーザー，’という災胸的な捉え方に、

具体性や質感を与えてくれます。キャラクターは、その描き方次第でリァリティ

が変わってきます。たとえば、次の文です。
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・彼は岡内殿尚学府に入学し、そして落鋪したことを誇りに思っている。

この・文で、既にこのキャラクターの人生に対する姿勢がわかるでしょう．

キャラクターの行動をサポートしたり、相反したり、あるいは期待に沿うことが、

ストーリーを作るのに役立ちます。親しみを持てるタイプのキャラクターを使っ

て、オーディエンスに安心懸を与えることもできれば、普通ではない人を不安に

させるタイプのキャラクターを使うことによって緊眼感を生み出すこともできま

す。

．たとえば「陸叩参謀爪Ｗ」というキャラクターを使えば、それはきっと

大柄のあらぶれ男か、地味な女性を想像するのではないでしょうか。

・その｢陸軍参謀血Ｗ」は、「ばかげたことを許さない､的確なことを言う」

人物として描かれるでしょう．あるいは、よりよい意忠決定を下すため

に火lid的な悩報を求める人物として描かれるかもしれません。

キャラクターは気まぐれではなく、ストーリーの栂成に役立つかどうかという

視点で慎璽に決めるべきです。それまでに集めたデータやストーリーを上台にし

て、キャラクターを作ることが多いでしょう。予期しないような選択をする場合

は、特にそうです。

唯一の例外は、故意にあり御ないキャラクターを選ぶ時です。ｌ聖大な駐'1(場で

車を探すストーリーにおいてシスター・サラを選んだのは、彼女がそのシチュ

エーションでは普通あり得ない人物だったからです。彼女の行動は、私たちがデ

ザインする製品・サービスが、テクノロジーに梢通していない人たちの問題解決

にも役立つことを気づかせてくれました。

キャラクターは、繰済的手段が乏しい人、典なる腿族文化または地域から来た

人、または陣がいのある人といった主流派でない人たちのニーズに光を当てるた

めにも使うことができます。キャラクターの一部に彼らの特徴を入れれば、主要

な目的に代わって、「そのユーザー」のより腹い視野について考えるきっかけと

なるでしょう。

キャラクターの属性を慎萌に利川すれば、デザインチームに内在する多橡性を

表面化し、チームメンパーが持つ複数の視点に対応するのに役立ちます。野球の

試合を例にとって考えてみましょう。野球の試合に対して抱く思いは人それぞれ

です。心から好きな人もいれば、嫌いな人もいるでしょう。全く野球の試合を見

に行ったことがない人もいるはずです。かといって、大の野球好きである人のス

トーリーを語れないことはないでしょう。もし似数のキャラクターがいれば、

チームのメンバーの関心を分散し、それぞれ応授したくなる人物を持てるでしょ

う。

1９１
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キャラクターの作り方

一般的な型を使うことで、キャラクターを手早く作ることができます。もちろ

ん、手っ取り早い方法で作ったキャラクターで、意図した愈味がきちんとオー

ディエンスに伝わってい為かどうか､確かめる必要があります。たとえば､“サッ

カーママ"車６という曾葉は、話す相手によって、共感、軽腿、または戸惑いを想

起させます。

キャラクターを作るために選んだディテールは、伝えたいストーリーや会社、

またはプロジェクトといった人きなコンテクストにも依存してくるでしょう。

･意味を与えるディテールを選ぶ

キャラクターに現実感を与える時にはディテールを使います。しか

し、過度にディテールを決めることで、キャラクターの身勤きがとれな

くなり、人物やストーリーが退刷にならないようにしましょう。ストー

リーのコンテクストにとって意味のあるディテールを選ぶようにしてく

ださい。オーディエンスがキャラクターの行動を理解するために、付加

する価報の一つひとつが役立っていなければいけません。

。ただ伝えるのではなく、衷す

形容詞の馴列を皿ねる（伝える）のではなく、行動を肥述する（表す）

ような特徴を伝える方法を探しましょう。たとえば、『お金を有効に使

う方法を知っているたくましいシングルマザー」というキャラクターを

記述することができます。もしくは、「自分と２人の子供のために、毎

週４円分の夕食を７Ｆ1分にやりくりしようとする女性」という表現も

できます。または例えを使って「月附のチキンを週いっぱい有効活川で

きる母親がいます」という表現もできます。

・伏線をはる

ストーリーの後､ドで使える「つかみ」を仕掛けましょう。たとえば、

キャラクターが尤ガン胆者であれば、その‘lＩ火は、その人の忍耐強さや

経験、粘り強さ、気力に触れるため、後々使えるかもしれません。

あるキャラクターが「過度に用心深く我慢できない性格である」と言

うこともできますし、運転や買い物の仕方について「彼女は８０蝋のお

ばあちゃんのような迎娠をするが、店内では全辿力で駆け巡る」と言う

こともできます。

・余地を残す

必ずオーディエンスが、キャラクターの側面をｎ分で想像できるよう

にしましょう。
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脚本を書くのはキャラクター設計のよいレッスンになります

脚本に側するたくさんの手ﾘ|きが、キャラクター作りに無点を１１てています．

このようなテクニックは、此編ストーリー向けの蝿合が多いです。災細のストー

リーには、キャラクターのディテールをよ')細かく隅り卜げる時間や空間があI）

ます。しかしひとつだけ、随編のＵＸストーリーに役立つものがあります。

あまりなじみのないi-i葉ですが、脚本を１１$く時に使う用語にディクシオ

(dictio）というものがあります。ディクシオは、映面の終わりまで、キャラク

ターが自身のポリシーと止以対のことをやる判I｣になる時に話す台Nilのことを指

しています。たとえば映両の始めの’０分でii人公が『不誠実なことは蝿いだ。

僕はいつも正直だ」と丙うと、間違いなく映Iniが終わるまでに人物が嘘をついた

り、誠実さに対する菟徳や服ｉｆ〔であることが時おりイ<都合になることに対して、

強く菖藤するのです。アメリカ映ｎ１１ｉにはたくさんの好例があり、とI)わけ強くて

どぎつい性格の上人公がディクシオを使っているようです。

その映画のはじまりはこうです。たった今主人公が吾場しましたが、プロット

はまだ始まっていません。突然、ミディアムショットまたはクローズアップで抜

かれたキャラクターが、Ｉｌｔ界や自分たちについて断定的なことをi二iいます。VIi

は艇と来るんだ、それだけだ｣、「僕は何があろうともいつだってｲIiのことを愛し

ている」そして統いて「人･ｉｉなのは金だ、他の何でもない」と続きます。これが

キャラクターのディクシオ、あるいはキャラクターが話そうとしなかった本音で

す。脚本家が「これが大ヒントだ。ここが箇藤が4§じろところだ」と司っている

んです。

ユーザピリテイテストを何度も観たことがある人は推しも、人がすうこととす

ることの問に緊弧関係があることを認めるでしょう．オンラインフォーラムが好

きではないと言う人は、ひょっとしたらウェプで検索してフォーラムを見つける

のに多くの時間を使ってしまっているのかもしれません。ウェブの使い〃がよく

わからないと再う人についても、実はプラウジングの能力は完醗なのに、ただ、

侭がないだけかもしれません。

ユーザエクスペリエンスのストーリーでは、よりよい体験や状況変化を皿じて

吸初に出てくる反対怠見がどう克服されるのかを脱明するために、キャラクター

のディクシオを使います。

たとえば、桃ｲI沌話を持つのが姫いなキャラクターがいたとしましょう。

私には拠什沌紬はいりません。鵬帯地緒のメニューは複雑だし、ボタンは

小さくて押しにくいですから。私には拠雑すぎます．こんなイライラする

ものはいりません。

１９３
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自宅の問定地括の側にいなくても、いつでも好きな時に６戯の孫娘と会蹄で

きることの価仙について納得するまで、彼はこの考えを変えようとはしません。

ええ、エミリーが学校から冊ってくれば話せますし。

そしてそれから、あなたはキャラクターが相変わらず挽帯電話を使わないか、

携帯電話を使おうとするか、選択することができます。

なるほど、拙帯餓話を持っていれば、時計をつける必要がないですね。し

かも、息子にエミリーの写典を送ってもらうこともできる。

肯定的な遡択肢を取った場合は、こんな風につなげることができます。

ベルソナはキャラクターになります

もしあなたが既にペルソナをデザインしていたら、埜本的なキャラクターはす

でに用意されていることになります。

恐らく、ペルソナはデータに飛づいて作られていて、あなたがデザインするプ

ロダクトにとって璽要なユーザーや顧客の代表であるはずです。あなたはこのペ

ルソナに対して、ストーリーを伝えるために役立つ特徴を加えることができま

す。しかし、これらの特徴はでたらめではいけません。ユーザリサーチで染めた

ストーリーの・節やその他のディテールを踏まえて作ってください。

複数のペルソナを作る場合は、彼らに与える特徴にもバリエーションを出して

ください。ディテールの違いが、キャラクターの特徴を低別するのに役立ちま

す。その方法にはいくつかあります。

・彼らのペット、そしてそのペットとの関わり方（ゴールデンレトリパー

を辿れた〃側のランニング、甘やかされた猫の足ﾉ心にあるたくさんのお

もちゃ、など）

・週末の活動（スポーツ、ガーデニング、ボランティア、など）

・雨が降ったときの対処法（皿を新聞で覆う、火川的なレインコート、印

象派の絵が柿かれたレインコート）

・迎戦する叩の、類（あるいはI1IIAIの状態）

コンテクスト

コンテクストは、ストーリーにおける環境のようなものです。ストーリーの核

心部分とつながっていて、そのまわりを取り囲んでいます。コンテクストは淵り

手によって明蹄に提示される場合もあれば、オーディエンスによって推論される

場合もあります。コンテクストは、ストーリーにおけるイペントの、「いつ」「ど

こで」「何を」とも言えます。
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陰気で荒れ模梯の役だった。

クリスマス・イブの金剛の夕方５時。

７月のジョージア州、アトランタ。

人里離れた場所だった。

上記のストーリー自体はとても単純かもしれません。

彼女のことを愛していたが、別れた。

勝ちたかったけど、負けてしまった。

彼女は鍵をなくしたが、無蜘見つかった。

彼は天使のような容姿にも関わらず､ひどい悪態をつく女性に出会った。

このようなシンプルなセンテンスはそれほど多くありません。しかし、コンテ

クストと辿棚することで、恋愛や闘争、ミステリー、探検といった壮大なストー

リーの一部になるでしょう。すべてはコンテクスト次第なのです。

・彼女との出会いは、クリスマスイブの夕方５時、ちょうどラッシュア

ワーの時間帯でした。彼女は天使のような容姿にも関わらず、ひどい悪
態をついていました。

・彼女は人蝿離れたl:地から、ネットワークにアクセスしていました。

悪くない仰ぎ出しではないでしょうか。

ＵＸストーリーは、あまりドラマチックに始めないほうがよいでしょう。しか

し、コンテクストを構築することは必要です。わずか数語でもコンテクストを作

ることは可能です。ディテールはオーディエンスの想像力で袖ってもらいましょ

う。あらゆるストーリーは、彼らの行間を挑むﾉjを当てにしているのですから。

キャラクターと側槻に、コンテクストにおいても、どのディテールを符略する

かは、どのディテールを追加するかと同じくらい皿要です。何を省けばいいのか

を厳密に規定しているガイドラインはありませんが、オーディエンスにとって読

み解くのが喜びになりそうなディテールを削る時には注意をしてください．たと

えば、犬に側するストーリーを伝える際は、まずその動物が犬であることを明ら

かにしたいと思うでしょう。しかし、犬のIIMH1にまで触れる必要はありません。

犬の品、については、オーディエンス自身が飼っている犬租を思い浮かべて、

ディテールを袖完することができるからです。

⑨
私の家はあなたの家

私はかつて、リスボンのＥＵプログラムで、マルチメディアのための脚

本の書き方を教えていました。そのプログラムには、２０人そこそこの生

徒がいました。半分はポルトガル人で、もう半分はヨーロッパの他の

1％



国々から来ていました。その授業のコンテクストに関するセクションで、

私が子供時代に飼っていた猫のストーリーを脂しました。ストーリーの

メインとなる部分は、実際はたった３秒のイベントだったのですが、明

瞭かつ畷昧なコンテクストで話を包み、約１２分かけて話しました。

ストーリーを話し終えてから、私は生徒に質問をしました。「僕の家は

どんなたった？僕のリヒングルームはどんなたった？僕の寝室はど

んなたった？寝室の家具はどんな配固だった？」私はこんなインテリ

アのことは群し<話していないのに、生徒たちは私の質問にはっきりと

答えてくれました。しかも彼らには、私が脱明した家が、スウェーデン

人にはスウェーデン風に、ドイツ人にはドイツ風に、スペイン人にはス

ペイン風に見えていたのです。私は、それは全部正解だと教えました。

ストーリーのコンテクストを投定する際、ストーリーがｊとくならないように、

ユーザーが想像で補える部分は削って、ストーリーを鋤iするために亜要なディ

テールだけ残すとよいでしょう。ここで、ケピンがワークショップで使った例を

紹介します。

１９６０年代の’11時、僕はまだ小さなｆ供で、モータウン・サウンドを聴

きながら育ちました。たとえば、ザ・テンプテーションズ、ザ・フォー

トップス、スモーキー・ロビンソンなんかを|Ⅲいていました。その噸伐

は、別にＲ＆Ｂの熱烈なファンではなかったけれど、Ｒ＆Ｂはどんどん僕

らの日常になっていきました。僕は、上の姉さんがビーハイブ（ミツバチ

の巣）スタイルの捉刷だった高校時代の卒業写典の焼き増しをまだ持って

います。彼女はまるで、『ストップ・イン・ザ・ネイム・オヴ・ラヴ』を

白黒ＴＶの''１で歌っていた頃のダイアナ・ロスみたいでした。

このストーリーの川だしから、コンテクストについてどんなことを学べるで

しょうか？

・ケビンのおおよその年齢

・ケビンは米IRI出身の、おそらく市街地の出身であること

・ケビンにはお姉さんがいること

・ケビンはおそらく、他の誰かのストーリーではなく、自分自身のストー

リーを語っているということ

このストーリーには今のところ、時|H1に'１Mする強力なコンテクストがあります

が、賜所に側するコンテクストはありません。オーディエンスは、ｎ分、身の維

験に蝦づいて、場所に間するコンテクストを袖完することができます。たとえ

ば、彼らの頭の中では、ストーリーの舞台は、デトロイトやロサンゼルス、ロン

１
１
１
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ドン、アムステルダムになります。自分でディテールを補うことができれば、ス

トーリーはもっと興味を引く、彼らに密接したものになるのです。

コンテクストを追加する方法

コンテクストには多くの側面がありますが、主な側面は以下の５つになりま

す。それは『物理的｣、「怖緒的｣、「知覚的｣、「雌史的」そして「記憾」です。

物理的コンテクスト

ここでいう物理的な世界というのは、ストーリーの時間のようなものです。た

とえば以下のような箭報が挙げられます。

・時刻（例：午後１１時）

・月、時期（例：１１月、大晦日）

・物理的な場所（例：ニューヨークのタイムズスクウェア）

・場所のスケール：大きなスケール（例：グランドキャニオン)、または

小さなスケール（例：７番街の角にあるミスター・ピーナッツのシンボ

ルの下にうずくまっている)、もっと小さなスケール（例：友人のメア

リーとミネソタ州からきた、とても興爾した人たちの間に仲良くはさま

れている)。

情緒的コンテクスト

このタイプのコンテクストは、キャラクターが怖緒的にどう蝋じているかを表

します。婚しいのか、悲しいのか、すねているのか、怒っているのか等々 。もし

あなたがストーリーテラーとしてストーリーの一部になるなら、あなたの懸愉は

オーディエンスに関係する情緒的コンテクストの一部になるでしょう。

知覚的コンテクスト

五鵬を通じて体験するコンテクストのことです。

・世界はどのように見えるのか？

・ストーリーの世界ではどんな商がするのか？

・キャラクターはどんな匂い、味がしそうか？

・どんな爾感を感じることができるのか？

２章で職増する「ケピンの東〃(ストーリー」は、知覚的コンテクストに依存し

ています。騒がしい通りと静かな通り、そして和やかな神社の組み合わせが生み

出すコントラストです。
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1９８

歴史的コンテクスト

ある特定の時間や場所にストーリーを位悩づける悩報のことです。雌史的コン

テクストは、オーディエンスが認棚する些細な、でも手経に使えるリファレンス

です。それは特定の情報であったり（たとえば、ベトナム戦争)、比噛的であっ

たりします（｢世界が幼かったころ」とか「電話をかけることが、本当にダイア

ルを回すこと意味していたころ｣)。たとえば、次のようなものです。

ウェスタン・エレクトロニック社が米膳l製晒話機の主要なサプライヤー

で、その電話機が容易に殺人兵器として使えそうなくらい過剰な機能を

持っていた頃、ニュージャージー州にあるベル研究所は次のような問いを

たてました。「もし髄話越しに紙していている人に会えたらどうなんだろ

う？」と。

肥憶コンテクスト

記憶コンテクストは、過去への個人的な結びつきを含んでいます。このコンテ

クストは、たとえば「若かりし頃…」といった定番の言い回しのように、フラッ

シュバックを導く術褒手段です。『今でも思い出す…」というフレーズも、記億

コンテクストを導入するのによく使われます。ストーリーがこのような汁い回し

を含んでいるとき、オーディエンスはストーリーテラーと・緒に時を遡ろうとす

るでしょう。オーディエンスは、ストーリーテラーが過去を思い出している理由

を知りたくて、彼らと過去に戻るのです。記憶コンテクストは接軒剤のようにふ

るまい、ストーリーのある部分とある部分とを結びつけることができます。そし

て、胆い出されたコンテクストを通じて、オーディエンスに新たなストーリーの

材料を見せるのです。この接粁剤はひとつだけイメージを与えるなど鼠を絞るこ

ともできます。そのためストーリーの中に複数の記憶コンテクストを散らすこと

も簡巾です。

この接粁剤は大賦に使うこともできます．映画ｒプライペートライアン』は、

ほとんど過去の振り返りでililiが巡んでいきます。年老いたりjが、家族らしき人た

ちと蕊地で歩いているところからストーリーが始まります。しかし古典的なフ

ラッシュバック（顔のズームイン）により、この映画の大半をIIiめる第二次世界

大戦へとシーンが移ります。蚊終的にカメラは、老人とその家族のシーンへ私た

ちを引き膿します。変わったことと甘えば、彼が誰でこれまでどんな縄験をして

きて、なぜｎ分の人生に疑問を抱いているのかについて、私たちが知っていると

いうことです。これが記憶コンテクストが得意なことです。ストーリーの導入部

分と結末を見ておわかりのように、レンズを提供してくれます。
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もし記憶コンテクストを設定するのであれば、そのコンテクストがオーデイエ

ンスの共悠をｲﾘることができるものでなければいけません。それぞれが持つコン

テクストや固有の解釈、さらにはそのストーリーでしかl1Hくことができない脱線

したストーリーが、オーディエンスの記憶をよび起こすことができるということ

を覚えておきましょう。これは、ある特定の世代にとって強烈な意味を持つ記億

コンテクストに対して特に高えることです。年代が迎えば、イベントに対する見

方も変わってきます。

・１９８５年生まれの人に向けて「６０年代を思い出す」と言えば、暴動や

ヒッピー、デモ行進、月面着陸といった、野時のメディアで観てきたも

のをまず思い出すでしょう。

・５０年代か６０年代化まれの人に向けて｢６０年代を思い出す」と罰えば、

まず自分自身が当時経験したこと、テレビ番組や人煎差別のない学校、

昔ながらのＧＩジョーやパービー人形、そして恐らく川面背陸といった、

子供の頃の繰験を振り返ることでしょう。

これらは、もはや全く別の世界です。

コンテクストの練習

ここでは、ケピンがストーリーテリングのワークショップで用いている練稗

バージョンを紹介します。

ｌ・ワークショップの前に、小さな物を集めてください。道ばたで見過ご

されるような、野通のありふれた物を探してください。小石や枯れ熊や

瓶のブタのような物で結柵です。

２．ペアを組んで、典めた物のうちひとつを相手と交換してください。

３．お互いが３分間で、できるだけ多くのタイプのコンテクストを用いて、

その物にまつわるショートストーリーを話してください。

たった３分では、完全なストーリーを完成させるのは難しいでしょう．この

エクササイズのポイントは、環塊の柵成要素からストーリーを紡ぎ出すコツを淵

符することです。

練習を重ねることによって、あなたのストーリーに登場する普通の物にでもこ

の練習を応用できるようになります。屋外にいる時は、後でストーリーに活かせ

るようなコンテクストのディテールとなる物を典めましよう。

以下は、槻々なコンテクストを含んだ例です。
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2(X）

⑨
電語番号をダイヤルする

［物理コンテクスト］私がモトローラ社の研究所で働いていたとき、ど

れぐらい使いやすいのか？新しい樋能をどれぐらい使いこなせる

か？簡単に耐賭をかけることができるか？といった携帯睡話のユー

ザエクスペリエンスの改善に従事していたことがありました。

［歴史的コンテクスト］私が子供の頃、自宅の咽循番号はキングスレー

の５番、つまりＫＩＳで始まっているのを覚えておく必要がありました。

私は自分でバスに乗って、市内にある母の勤務先までよく行っていたの

で、外出先から家に電話するやり方を知っていました。そういう訳で私

はたくさんの砿賭番号を覚えていたのですが、記憶していたのはそれだ

けではありませんでした。

電諾のダイアルホールに指を蓬し込んで、できるだけ速く時計回りに

回すと、指が押し戻されるダイアルの皿みを感じることができます［知

覚的コンテクスト（質感)]。しかし、ダイアルホールから指を抜いてダ

イアルが巻き戻されて初めて、実際のダイアリングが起こります。電話

番号の２番はすぐにダイアルできます。でも９番は、か細い私の指をほ

ぼ一周させて、果てしなく巻き戻す必要があり、その間チックチックチッ

クと音を聞いて待っている必要がありました［知覚的コンテクスト

(音)]。私が番号をダイアルしていたというよりも、耐賭と私が一緒にダ

イアルしていたのです。それは協同作業でした。

ダイアルする行為では、指でダイアルを回す運動とダイアルを回すと

きに聞こえる槻械の音によって、番号に対する妃憶を強化します。私は、

自分の晒雁番号を含めたすべての番号の数字と指の運動、そしてダイア

ルする音の３つの要素を記憧していました。私たちは、４０年前に行って

いた感覚的な経験を、今の技術に応用することができるのでしょうか？

心的イメージ
うまく定挺されたコンテクスト、適切な始まり、中間、終わり、興味深いキャ

ラクター、そして適切な間の取り方は、すべてストーリーの璽要な要素です。ス

トーリーがオーディエンスの前で展開されるに従って、これらの要素は、オー

ディエンスの心に残るイメージ作りのために爪要な存在になります。またよいイ

メージがあれば、ディテールの抜けや朔れがあったり間が悪いところがあって

も、オーディエンスは目をつぶってくれます。

心的イメージは、視覚的なイメージと考えていいでしょう。マルチメディアに

よるストーリーテリングでは、ストーリーを伝えるために実際の映倣を使うこと


