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つとなる一節のストーリーとイメージからできています。

フレームのある柵造には一般的に３つのバリエーションがあります。「私－彼

ら－私｣、「今一あの頃一今」そして「ここ－そこ－ここ』です。

｢私－彼ら－私」

この栂造は、あなたが好きなものや得意なものなどの観点から始まります。そ

して（それが良いか悪いかは別にして)、あなたとは別のやり方や異なる観点を

持つ別の人物が登場します。そして最後に、括題があなたに膿ってストーリーは

終了します。

露
自転車に乗る

[私］私は夏の季節に自転車に乗るのが好きで、仲川たちと険しくて困難

な地形で激しいライディングをします。また毎年夏になると、ＴＶでツー

ル・ド・フランスを欠かさず観戦しています。

[彼ら］マイヨ・ジョーヌ（総合成績１位の人に与えられる黄色いジャー

ジ）を芯ている人や各ステージの王者を追いかけています。彼らは髄異

的です。私が平地で走行している時よりも速いスピードで峠を越えてい

くのですから。

[私］たとえ私が彼らより８０ポンド（約36k9）ほど体亜が函かつたとし

ても、諦めずにスリムな人たちについて行く限り、私は常に勝者だとい

えるのです。

この櫛造は、１人称で語るストーリーで特にうまく機能しますが、３人称でも

同じぐらい簡単に語ることができます。メインのキャラクターは、ストーリーを

兇るためのﾚﾝズとして使うことができます｡これは､ｵｰデｨｴﾝｽが脚分と

爪ね合わすことができる人物でもあります。次に州てくるストーリーは、ショッ

ピングの仕方の違いを「私－彼ら－私」のフレームを使って３人称で綿ってい

ます。

急
ショッピング

［私］メリッサは新しいブラインドを探していました。ロール式で、幅

が５０インチのものです。彼女はオンラインで検索し、いつも利用してい

るネットショップをまわり、スタイルやモデル、価格を絞り込んでいき

ました。そのうちひとつのサイトに顧客レビューが戦っていたので、自
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分が買おうとしているモデルの評判を知ることができました。

［彼ら］メリッサの母親が新しいブラインドを探していた時、彼女には

欲しい物のイメージがありすぎました。彼女は、マンハッタンでよく

知っている店や、欲しい物が固いてそうなショッピングモールについて

考えました。そして、彼女の知人数名に晒賭をかけて助言を求めまし

た。彼女の友達は、彼女がよいと思うブラインドを探すのに適したお店

を探すのを手伝ってくれました。

［私］メリッサは自分のイメージや予算に最もマッチしたブラインドを

見つけることができました。居心地のよい自宅を離れる必要もありませ

ん。彼女はショッピングモールから少し離れた北バーモント州界隈に住

んでいるので、自宅に居ながらにしてショッピングできることは、とて

も好都合でした。

｢今一あの頃一今」

このストーリー構造では、現在の特定のイペントやイメージから始める必要が

あります。股も重要なのは、「今」起こっている出来邪であることです。そして、

キャラクターにどのように影智を与えたかを示す過去と側辿したディテールに移

ります。ストーリーは両び現在に戻って終わりますが、過去の余佃と共に、キャ

ラクターが新しい「今」を感じる方法も公開します。

９
我が心のカマロ

［今］身長が６フィート３インチもあると、車を選ぶ時に座席が窮屈で

はないか検肘しなければいけません。背の高い人に向いていない車は避

け、ひざで運転しなくて済むような車を剛入したいものです。

［あの頃］子供の頃、私は車が大好きで、たくさんのモデルカーを持っ

ていました。あの頃の私は、フロントグリルをちょっと見ただけで、道

行く車の稲類を瞬時に見極めることができるほど、車に詳しくなってい

ました。個人的に大好きだったのは、1986年のカマロ*7でした。カマロ

はシンプルなラインとパワフルなエンジン、そして間違えようのないフ

ロントグリルを持っていました。１０歳の私はまだそこまで身体が大きく

なかったので、どんな車にもゆったりと座ることができました。また、

車を運転することもないので、ペダルに足を伸ばした時の乗り心地なん

て気にする必要もありませんでした。

［今］近頃では、カマロのような車は運転しませんが、いま乗っている

６気筒・全轄駆動の実用的なロードボックスカーは、私の中ではカマロ

のようなものです．
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「今一あの頃一今」柵造は、メインキャラクターと世の中の関係性に特に着目

しなくても、その関係性を税明することができる方法です。ストーリーの時間軸

がlliI後するにつれて、オーディエンスはメインキャラクターがどのようにして世

の中と接してきたのかを理解することができるでしょう。ずっと変わらないもの

もあれば、変わっていくものもあるのです。

ＵＸストーリーには、テクノロジーとの新しい（または最新の）関係を説明す

るものがたくさんあります。この柵造を使えば、基本的なニーズは普過的であっ

ても、時代と共に新しい方法が職場しうることを示すことができます。先ほど紹

介したストーリー「執飛のメカニズム」は、「今一あの頃一今」櫛造の応用例に

なります。

今：本の執飛に取りかかるとき…

あの頃：１９８０年代では…

今：メカニズムは当時と比べて簡単に…

他にも、今も昔と変わらず患者を治縦する必要がある医者や、荷物を時間通り

に皿ぷ必要がある配連貝のストーリーに対してこのメカニズムを使うことができ

るでしょう。彼らと枇界の接点はずっと変わらないでしょう。しかし現在のツー

ルは､１０～２０年IMIに彼らが使っていた物よりもずっと優れた方法で彼らのニー

ズを満たすことができるのです。

｢ここ－そこ－ここ」

この柵造は、まず状況脱明から始まり、そこでメインキャラクターが堂恥しま

す。「ここ」の場所はたとえば「家」かもしれません。それから、速く離れた、

または一兇述く離れていそうな場所に話題が移ります。最後に、ジェイムズ・

ジョイスの『ユリシーズ』*8のように、急に家に戻ってきます。このように、ス

トーリーの卿台となっている場所の間との距離に熊点を合わせることによって、

拠文化間の差兄を効果的に話すことができます。この柵造は、「そこ－ここ－そ

こ」といった槻に、1ｍ稀をひっくり返すことも容易にできます。次は、ケピンの

数年来のイタリア人の友連にインスパイアされた例を紹介します。

忠
携帯でメールする

［そこ］地元に戻って雄かに会いたいと思った時、私たちはお互いのス

ケジュールを鯛整して会います。錐もＥメールなんて使いませんでし

た。単にお互いが携帯メールでやりとりすれば、何とかなったのです。

彼らが急に終日忙しくなったり、逆に私が忙しくなったりすることもあ
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るのですが、そんな時もＳＭＳで連絡を取り合って、互いのスケジュール

を閲整していました。

［ここ］しかし米国では違いました。「９時に会いましょう」といった

ら、それでおしまい。予定は変更できないのです。この習佃に価れるの

は大変でした。もし私が忙しくなったらどうすればいいのでしょうか？

あるいは彼らが忙しくなったらどうするのでしょうか？しかしそん

なことはお柵いなく、９時に会うと言ったら９時でした。私は米国にい

るのは好きですが、時間があれは地元に帰っていました。

［そこ］地元に戻るといつも、昔の方法でスケジュールを鯛整します。

｢会いたい？明日会おうよ。僕の携帯にメールしてね」と。

階層化されたストーリー

階閣化されたストーリーでは、ストーリーは小さなイメージとして順冊に語ら

れていきます。プロット上では些細なことしか起こらないのですが、イメージの

ディテールを通して次第にストーリーの全貌が明らかになっていきます。どのイ

メージもそのI1iIのイメージの上に作られ、階屑を積み爪ねるようにして全体のス

トーリーが形成されていきます。

この柵造は、オーディエンスの想倣力を刺激したいときに有効です。どのよう

にすべての階屑が組み合わさっていくのかを考えることで、本来のストーリーを

解釈する力が働きます。また、敗後に思いがけない解釈を示唆するイメージをプ

ロットすることによって、筋くべきエンディングを作ることができるのです。

９
検索のレイヤー

［イメージ1］検索結果画面のトップページには、1,258件のページが

ヒットしたと表示されていました。一画面あたり２０件のリンクが表示さ

れており、ページの下部には９ページ分のページリンクとページ送り用

の肥号がありました。

［イメージ2］ジョンはコマンドキーを押しながら１ページ目にあるリ

ンクをクリックし、各リンク先を新規タブで開きました。彼はウィンド

ウをタブで埋め尽くすくらいリンクを開いて、ようやく新しい情報を得

ることができました．

［イメージ３］咽べていくうちに、検索結果にはパターンがあることが

わかりました。各ページは何かの情報を提供するものか、何かのお願い

をしてくるものでした。精力、長寿、消化、食欲。ほとんどがお金か同
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慨を剛うものか、脇んでみたら時間の無駄だったというものでした。

［イメージ4］とっぴな色を使っているページや、古代のシンボルを

使っているページがありました。また原因や手法、症例、症状について

詳しく脱明しているページも見つかりました。

［イメージ5］ジョンにはたとえ自分がそのページをデザインしなくて

はいけなかったとしても、そのページが必要な理由は理解できなかった

でしょう。９ページの検索結果をすべてチェックし、すべてのリンクを

クリックしなければいけなさそうなことはわかりました。病気のおかげ

で時間だけはありましたが。

この櫛造にはメリット、デメリットがあります。この楠造は、時間はかかりま

すがストーリーを伝える有効な手法になります。上記の例のように、ストーリー

は岐初の目的から離れる必要がありません。もしイメージが十分に興味をそそる

物であれば、オーディエンスはたとえプロットが不十分であってもそれにあまり

気づかず、代わってイメージやその余韻に注目できます。そして彼らは、ストー

リーの特定の主弧よりもそこから受ける感覚を覚えているでしょう。ストーリー

への悩緒的な反唯を求めたい助合は、この柵造を使いましょう。

この櫛造は、必ずしもすべてのオーディエンスに有効とは限りません。「はっ

きりと要点に触れて欲しい」と思う人もいるでしょう。しかしその一方で、忍耐

強くストーリーの展開を待つ人もいます．要点が欲しいオーディエンスのニーズ

に唯えるひとつの方法は、ストーリーの前後どちらかで要点をふまえたコンテク

ストを与えることです。

・慢性閉塞ｆｌ§肺疾患（C〔)PD）は、呼吸の流れを止めるｲ《治の肺捕で、

たいていがゆっくりと進行し、徐々に患者を呼吸困難にします。

ストーリー柵造の中の一要素に階屑化されたストーリーを適用することもでき

ます。たとえば、ストーリーの中の佃緒的な反応が欲しいセクションに、階胴化

されたストーリーを入れ子にして使うこともできます。

ケピンのレパートリーである「トマトペースト」というストーリーは、階刷化

されたストーリーを用いています。それはケビンがトマトペーストについて知っ

ている３つのことから始まります。各要素はひとつ前の要素をペースに作られ、

括が進むごとに複雑になっていきます。最初のパラグラフは、とてもシンプルで

す。次のパラグラフはやや長くなり、内祥が深くなってきます。そして３つ目

のパラグラフはさらに込み入った内容になります。そのストーリーは楯の行く先

を明かさず、意図的に方向性を示唆する説明を省いています。

このストーリーは、水密のウェプサイトで詳しく読むことができます。また
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YouTubeでもケピンが話す「トマトペースト」のビデオを見ることができます。

８＜あい

文脈的幕間

コンテクストに関する詳しい記述も、ストーリーの櫛造要素として使うことが

できます。階層化されたストーリーのように、たくさんのアクションやプロット

がなくても、ディテールの染まりからストーリーの主扱が生まれてきます。文脈

的幕間を使えば、ストーリーの中に敗らぱっている物理的または怖緒的なディ

テールの関係を表すことができます。これは、以下の２つの役割を果たします。

Ｌオーディエンスを悠覚的な要素や個人的な体験のような、具体的で形

のあるものと結びつけます。これは、感覚的な要素について詳しく伝え

ることで作られます。

２．プロットのアクションにおける小休止になります。これは、ユーザエ

クスペリエンスの質感を排しく伝えようとするストーリーにおいて特に

重要です。

ここでは、１３通でコンテクストの側而を細介したときに出てきたモータウン

のストーリーの続きを文脈的聯間として紹介します。

急
ハイファイ

そのハイファイレコードプレイヤーは、ダイニングルームにある大き

な茶色のレコードケースの一番上に置かれていました。プレイヤーの側

面にはスーツケースのハンドルのようなものが付いていて、草密体の印

刷で「ポータブル」と閏かれていましたが、その巨大なプレーヤーを持

ち運びしたことは一度もありませんでした。スピーカーはヒンジの上に

取り付けられていたので、ケースをあけるとスピーカーも一緒に外側に

回転しました。ケースは簡単に取り外せるので、スピーカーを離れたと

ころに股胆することもできました。スピーカーをカバーしているキラキ

ラ光るゴールドの生地は、サタデーナイト*9のキャラクターが描かれた

麻袋みたいに少しお粗末な感じがしました。シュープリームスやマー

ヴィン・ゲイ、アル・グリーン、そしてレイ・チャールズが歌う時、そ

の生地の上に手をかけてケースを回転させると、まるで彼らが自分に向

かって歌っているような感覚を味わうことができました。「HittheRoad

jaEkr'0で音を立てるﾎﾙﾝが､私の指先から腕まで伝わってきました｡

ラジオでこの曲を聴いた時も、私は思わず口ずさみながら、腕からこの

曲が伝わってくるのを感じていました。それは本当にボーダブルなプ

レーヤーでした。
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これは、メディアのパーソナライゼーションまたは咽子機器のポータピリテイ

に閲する記述で、大きなストーリーの１１１の一部になります。このストーリーを使

えば、ＭＰ３プレイヤーが音楽をひとつの場所からどう解放するかを示したり、

古いレコードプレイヤーの物理的な質感と新しい機器が持つ感触を比べることが

できるでしょう。

文脈的幕間は、メインストーリーに入るIliIのイントロダクションとして使うこ

とができます。また、単刀直入なあらすじに、佃締的な要索を加えてエンディン

グとして使うこともできます。

フレーム化されたストーリーでは、文脈的鼎間を２回使うことによって、キャ

ラクターの始めと終わりにコントラストをつけています。「ここ－そこ－ここ」

ストーリーでは、冒頭で職場する文脈的聴IHlが、ユーザエクスペリエンスのキー

となる文化的・地理的コンテクストをストーリーに加えます。「いま一あの頃一

いま」ストーリーでは、綱造の中心部分が、Ｈに見える掘実やフィクションの歴

史的あるいは感覚的なコンテクストを導いてくれます。

プロットを使います

プロットとは、ストーリーが持つディテールの配佃の仕方のことです。どんな

順番で、誰と、どんな因果で、何が起こっているのかを、イペントの関係に沿っ

て並べていきます。多くのストーリーでは、プロットがオーディエンスを始めか

ら終わりまで導いてくれます。そして彼らに、「次は何が起きるんですか？」と

いう興味を引き起こしてくれます。

オーディエンスを引き込んで彼らの関心を持続させるのが、よいプロットで

す。プロのストーリーテラーであり牧師でもあるローレン・ナイエミは、プロッ

トについてこう述べています。

"ストーリーにおけるプロットやディテールの役削は、ストーリーに説得

力を持たせ、オーディエンスを結納に導くことができる、調和のとれた美

しいものを作り出すことです。プロットがうまく機能しているストーリー

では、オーディエンスが銃み聞きした時、そのストーリーのロジックや梢

造を同然に理解することができます。そしてそのストーリーに興味をもっ

て雌後まで碗み聞きしてもらうきっかけを提供することができるのです｡”

－ローレン・ナイエミ称rTheBookofPloIs』より

ストーリーの他の要素と同様、プロットはオーディエンスの気持ちをつかむた
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めに作られます。ストーリーのプロットを決める時には、以下のポイントに気を

つける必要があります。

・配列

ストーリーのパーツは、ストーリーテラーによって何度も並び替えら

れます。ストーリーの要素の配岡の仕方によって、オーディエンスの関

心を引き、ストーリーの即解度を高めることができます。たとえストー

リーがイベントの直線的な迎鎖であったとしても、厳密に時系列に従う

必要はありません。ビジネスパーソンに対しては、ストーリーの結末を

最初に伝えた方がより効果的かもしれません。彼らはずばり要点を言う

スタイルの方に慣れているからです。結末までのあらすじが予測可能で

ある必要はないので、ストーリーの給水をあらかじめオーディエンスに

示しても柵わないのです。ストーリーにおけるイベントの配世は、どの

ポイントにおいても明噺で理にかなっていなければいけません。

．もっともらしさ

ストーリーには偏恩性が必要です。すべてのストーリーが事実に基づ

いてる必要はありませんが、榊に奥火味があることが砿要です。そうす

れば、オーディエンスが『これは本当なのか？本当にあり得るの

か？私はそうは思わないけど、どうなんですか」と考えだすことは決

してありません。オーディエンスが心の中で(ひどい場合は口に出して）

そのような質問をする時、あなたはすでに彼らの関心を失ってしまって

いるので、彼らをストーリーに引き膿すのは離しいかもしれません。

もっともらしさは、ストーリーの各場面ごとに評価されていきます。そ

のため、ストーリーの序椛でもっともらしくないと思われると、終盤で

挽回するのは難しくなってしまいます。

ＵＸストーリーのゴールは、オーディエンスのもっともらしさに対する感覚を

変えて、新しいアイデアの可能性を側くことです。ユーザエクスペリエンスやビ

ジネスのストーリーはもっともらしさにかかっているのです。もっともらしさは

信頼に繋がり、リスクを低減してくれます。この軍の始めに登場する、ダン・

ノースのストーリー柵造を使った「幸せのための製品」のストーリーを例に取っ

てみましょう．最初の例では、市場に出回っているＡｃｍｅ製品の競争力につい

て、ステークホルダーを納側させることはできないでしょう。それは単純に謡の

始まりから結論までがもっともらしく繋がってないからです。２つ目の例は、よ

りもっともらしくしあがってます。なぜなら、既知の事実から新しい話へ繋がっ

ているので、現在の状態から新しい次元へと一歩づつ進んでいるからです。
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プロットで遊ぶ

ストーリーのプロットを作る方法はひとつではありません。一・世、の''1でイベ

ントの内容をクリアにすることができたら、それらのイベントを使っていろいろ

試行錨誤してみてください。それがストーリーのプロットを拶えつく膿もよい方

法なのです。次の例を見てみましょう。

g凝議綴菱灘
足買いたいと思っていましたが、どの店も１２月に夏の衣料品は取り扱っ

ていませんでした。そこで彼女は、オンラインショップでブーツを探し

てみることにしました。ダイビンググッズを扱うあるオンラインショッ

プが彼女が欲しいブーツを扱っていましたが、どのサイズを回うべきか

がわかりませんでした。靴のサイズと靴下のサイズのどちらのサイズを

基準にすれば良いのかもわかりませんでした。これでは、いくらその

ブーツの素材が伸縮自在のネオプレンであっても、サイズ週びに失敗し

その後、クレオはＮＰダイビングショップのウェブサイトを見つけま

した。日本の大分県にあるＮＰショップのサイトは、ノープロブレムサー

ビスとよばれるフットウェアのための特別なサービスを提供していまし

た。そのサイトで靴のサイズを入力すると、特殊なＰＤＦドキュメントを

ダウンロードすることができます。そのダウンロードしたドキュメント

の上に足を乗せて自分の足のアウトラインを沓き、スキャンしたものを

メールで返信するか郵送すると、ダイビングショップが彼女の足のサイ

ズにあった靴をアドバイスしてくれるのです。

ある日彼女は、ブーツのサイズやサイズ選びに間するアドバイス、そ

して彼女におすすめのブーツが紹介されたメールを受け取りました。彼

女は、冬のカリブ旅行に向けて、余裕を持ってよい買い物をすることが

できました。ブーツは彼女の足に完壁にフィットしていたのです。そし

て同時に、ウェットスーツを買いたい時の注文方法も容易に想像するこ

これはシンプルな構造のシンプルなストーリーです。これが起こり、あれが起

こり、その後別のことが起こった、といったように、あるイベントから次のイベ
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ン卜へと続いていく論即的な迎鎖でできています。最初の２つの文歳は、だれ

がメインキャラクターで、そのキャラクターが解決する必要がある問題や状況を

税明しています。その次の４つの文章では、問題解決に向けた般初のステップ

として、オンラインのダイビングショップをあてにしていたことが書かれていま

すが、その次に、買うべきサイズという別の問題が出てきます。ストーリーの残

りの部分では、その間岨がどのように解決されるかを説明し、最後の文章で、今

後の展開に側する脱背の想像力を刺激しています。彼女がウェットスーツを問い

たいと思った時、ダイビングショップは彼女に何をお願いするのでしょうか？

巨大な紙に横たわってもらうのでしょうか？そこはオーディエンスの想像にお

任せします。

ストーリーテラーは、特定のオーディエンスにフォーカスして、プロットを変

更することができます。主要なイベントを変えないまま、ディテールを脈しく脱

明する箇所や、強調する箇所を変更します。ストーリーを伝える雌初の方法は、

プロダクトマネージメントにとって理想的なものになっています。どのようにア

イデアが機能し、他社サイトと蕊別化するのかについて、技術的なディテールの

含め方のバランスが１．分とれています。

次に、開発肴の視点を伝えるために、Ｉ'りじストーリーに下を加えてみます。

宮
ダイビング用ブーツ（改訂版）

世の中にはオンラインでダイビング用ブーツを買いたいのに、自分に

あったサイズがわからないお客柵が多いようです。同じサイズ表肥でも

ブランドによって大きさが異なるのですが、彼らにはこの微妙な迎いが

わかりません。またそのブーツが伸縮するといっても、どのくらい伸縮

するのかがわかりません。

彼らがノープロブレムのフットウェアサイジングサーヒスヘのリンク

をクリックすると、このサービスために用意した特別なフォーマットの

PDFドキュメントのダウンロードが始まります。PDFには登録番号を饗

すカスタム登録キーの画像が印刷されています。

ユーザーはその登録キー画像が中心にくるよう紙の上に足を乗せて、

自分の足形を写し取ります。そしてそのドキュメントをスキャンして、

サービスセンターにメールで送るか、郵便局からハードコピーを郵送し

ます。

サービスセンターでは、送られてきたハードコピーをスキャンして

PDFに変換し、その変換したデータをスケーリングアルゴリズムにかけ

ます。このデータは、登録番号と登録キー画像を使って、ファイルを正
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確なサイズに変換します。この操作によって、ユーザーが自分のプリン

ターやスキャナーを使ってデータを計測した時に生じるデータのずれを

補正することができるのです。計測アルゴリズムが顧客の足形を分析し、

その結果と各ブランドの靴のサイズの対応表に基づいて、適正な靴のサ

イズに振り分けていきます。そして、レポートジェネレータがレポート

を作成し、顧客にメールで送個されます。

これは岐初のストーリーと１１１じ内奔ですが、兇なる視点から譜られています。

また、このストーリーにとって性別はnm典ではないので、省略されています。そ

して、顧客の視点はこのストーリーの目的にとって限定的な価値しかないため、

ディテールの記述も限られています。側発者は、このワンストップのサービスを

つくるために、様々なプロセスやアルゴリズムがどのように連携するのかに興味

があるはずです。そのため、プロセスに関する開発背視点のディテールが、“IiiI

回のバージョンよりも”多く含まれています。

構造／プロットのバランス

柵造とプロットは密接に側係し合っています。ストーリーのために柵造を逓ぶ

ことは、そのストーリーのプロットの形成につながります。そして、どのディ

テールがストーリーに適していてどれが適していないのかについて精査すること

ができるのです。プロットのディテールがどのように配置されているか少しでも

知ることができれば、どの櫛造がストーリーに11Aも適しているのか理解すること

ができるのです。そしてこの遡沢は、プロットのディテールへのガイドに使うこ

とができます。ここで紺介する例には、ＵＸストーリーもあれば、もっと一般的

なストーリーもあります。

これは、リサーチャーと開発者といった技術系のオーディエンスのために、同

じ場所・同じ時刻にいる大きな典川を洲職するために利用するモパイルテクノロ

ジーに関するストーリーです。

９
モバイルクラウド

あなたは自分がやりたいことについて、国会議員に手紙を書いたり、

メールを送ったり、直接晒膳をかけることができます。しかし、本当に

陳述するのに効果的なのは直接会って賭すことです。１‘０００通のメールは

一瞬で消すことができますが、１，０００人の人間をクリック操作で消すこと

はできないからです。私は貧しい人たちや選挙梅のない人たちのために

社会変革に取り組む５つのアフィニティー・グループ*''を管理していま
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す。携帯電話向けのギャザリングシステムというサービスを使えば、た

とえ数千人いるグループの剛脇者が、同じ場所に、同じ時に、同じ目的

でいなくても、彼らと一緒に柵熱を分かち合うことができるのです。既

読者は自分の興味や好みを携帯を使って入力します。するとシステムが

政治集会やその他のイベントに間する時間や場所の情報を適切にフィル

タリングして、自動的に送個してくれます。私たちは、社会を進歩させ

るために先進的な技術を用いるのです。

このストーリーは、テレビ製品の腹告のような柵成になっています。なぜなら

これは、架空の新しい製品のためのストーリーだからです。多くの標準的なＴＶ

広告は、コンテクストや問題から始まる柵造を用い、その製品がいかに美しく問

題に取り組んでいるかを示しています。そして雌後に、ある稲の意外な結末が訪

れます。

ストーリーの最初の２つのセンテンスでは、問題のコンテクストを視覚的に

提供しています。「1,000人の人間をクリック操作で消すことはできない」とい

うイメージは、オーディエンスと力の感覚を分かち合うために使われます。

次のセクションでは、システムがどう機能するかが説明されています。このス

トーリーのＨ的は、新しいテクノロジーの特徴が持つ価値を人々にわかってもら

うことなので、インターフェースの仕棟自体は煎要ではありません。メニューや

ボタン、サービス規約に対する言及もありません。システムが持つ特徴やデザイ

ンのディテールは、オーディエンスの想倣力に委ねられます。オーディエンスは

インターフェースに対する自分のビジョンだけでなく、これを実現するのにどん

な技術が必要になるのかも想倣することができます。ストーリーは単にサービス

の影響について話すのみで、序盤のコンテクストで提供したイメージを繰り返し

ます。

蚊後の文章は、たった一・文ですが怠外な結末をもたらしています。この意外な

結末は、「あなたの人生にとってすばらしいものをお耐けします」「肢後の一滴ま

でおいしい」あるいは「おLlで溶けて、手で溶けない」のようなキャッチーなス

ローガンになっているのですが、視聴稀に「ねえ、彼らは僕のことを話している

のかな」とか「私の人生をあんな風にしたいな」と考えてもらえるような言葉の

イメージにもなります。「私たちは、社会を進歩させるために先進的な技術を川

いる」というと、少し利他的にⅢにえるかもしれませんが、ここでのポイントは、

技術的なオーディエンスのために、彼らが持つ技術力やその影智力をハイライト

することなのです。
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ストーリーの構造とプロットを選びます
ストーリーを作り始めたら、兇なる柵造を試してみましょう。強洲したい要紫

をよく見て、オーディエンスと・緒にそれらの要紫に深く入り込めるような柵造

を選びましょう。

ストーリーの柵造やプロットが適切かどうかは、以ドの観点から検証すること

ができます。

・範囲

不都合なディテールを捨てずに、すべての小火を仏えているか？

・一貫性ともっともらしさ

ストーリーが提供している説明は筋が通っているか？

・適合性

ストーリーは堺兆と合っているか？無肌矢肌当て込んでいないか？

・独自性

説得力のある説明か？あるいは、他にも似たような話がたくさんあ

りそうか？

・オーディエンスの創造性

ストーリーに、オーデイエンスがI21らディテールを組み立てることが

できる余地があるか？あるいは、ディテールが詳しすぎてオーディエ

ンスの想像の余地を奪っていないか？

定凝された柵造で取り組むと、ストーリーを繰I)返し柵るのが蒋易になりま

す。また、別のオーディエンスが持つニーズに雌づいてストーリーをアレンジし

ても、ストーリーをすばやく理解することができるでしょう。またこれによっ

て、他の人にもあなたのストーリーを語ることができるようになります。もしス

トーリーがとても明快であれば、他の人もそのストーリーを話そうという気にな

ります。そして、それが成功の尺度になるのです．

ストーリーは足し算ではありません
ストーリーは多くの要素から成り立っています。すべての要素を柵造やプロッ

トに沿って汰怠深く細み立てることで、ストーリーを作り上げることができま

す。凧初は少し機械的に感じるかもしれませんが、維験を0Kねるにつれて、これ

らの凹素の使い〃をより直感的に感じることができるでしょう“

美しく作り上げられたストーリーは、噸なる寄せ染め以上のものになります。

水密で紹介しているストーリーのパーツの多くは、ストーリーのためのレシピ
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や、完壁なストーリーを作るために組み合わせるレゴのブロックではなく、ペン

キの色や荻のサイズのようなものです。これらのバーツは入門用のガイドライン

として役に立てることができるでしょう。しかし、ストーリーが巧妙に組み立て

られたことを評価するのではなく、オーデイエンスに畏敬の念を経験してもらう

ために、ストーリーの間にあるつなぎ目を埋めていかなければいけません。

「畏敬の念が亜要である』。符i1ドrlmagina1ionFirsi』＊'2で、エリック・
リューとスコット・ノップープランドンらは、科学者デピット・マッコンヴィル

の仕蜘について、そう述べています。マッコンヴィルは、気候変動政策の立案か

ら学校の子供たちに想像力を喚起してもらうための３Ｄプロジェクション技術の

研究に従事しています。マッコンヴィルは、思考や理解の変化に影響を与えるた

めに、畏敬の念を利川しています。私たちがストーリーテラーとしてオーディエ

ンスにイメージやビジョン、アプローチ、そしてストーリーテリングを通じた世

界を取り込んでもらおうとする時、私たちも彼らの畏敬の念に対するキャパシ

ティを解放しなければいけません。そして、それに対するオーデイエンスの感謝

の気持ちが、新しいアイデアを学び、受け入れるための準備と意欲を与えるので

す。

１４章の訳注

＊ｌフランク・ゲーリー：ポストモダン迎築を代炎する巨匠。破片的な形状や幾何学的な1111面

を多川した作品を数多く硯している．代炎作にＭＩＴのステイタ・センターなどがある。

＊２ロード・オブ・ザ・リング：世界を滅ぼす魔力を秘めた術輸を雁にしたホピット族のフロ

ドが、魔の冥正・サウロンの迫っ下を逃れながら、揃輪を破壊する旅を統ける物描．

＊３チューリッヒ・ファイナンシヤル・サービス：保険耶莱を中心とした金融サービスをグロー

バルに展開する、世界行政規模の金融グループ。自動叩損押保険や傷押保険などを宅なサービ

スとして取り扱っている。

*４アメリプライズ・フィナンシャ,ル：米川ミネソタ州に本拠地を股く、総合的な金融サービ

スを膿側する企業。ファイナンシャルプランニング企莱としては米IIiI股大下。

＊５DECsIation：かつて存在していたコンピューターメーカーのＤｅｃが販売していた製品ブ

ランド名。

＊６SCADS：アナログとデジタルそ組み合わせたシミュレーションシステム。

＊７カマロ：ゼネラルモーターズがシポレープランドで生噸・販光している梁川叩のブランド

名。アメリI〔の代災格．名前の111米は古いううンス鮒で友巡を息味している。

＊８ユリシーズ：ジェイムズ・ジョイスの及細小説で、２０世紀を代表する小説のひとつとさ

れている。全18話で構成される大作｡帆家を出た拒人公が夜遅くに家に帰ってくる話｡
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*９サタデーナイト：１９７５年から続くアメリカのバラエティ瀞組で、征11111組の青楽ゲスト

が川油する｡ｼｭｰブﾘｰﾑｽやﾏｰビﾝ･ゲイ､ｱﾙ･ゲﾘｰﾝ､ﾚｲ･ﾁｬｰﾙスはいず

れも７０年代の古ぎよきアメリカの音楽シーンを代爽するソウル。Ｒ＆Ｂグループ。

＊ｌＯＨｉｌｌｈｅＲｏａｄＪａｃｋ：レイ・チャールズによる１９６１年のヒット曲、イントロのホーン

が印欺的。

＊１１アフイニテイ・グループ：上下側係のない少数の活肋家粟団．

＊l2InMUglIWionFirst：イノベーション・シンキングについて背かれた寄輔。クリエイティ

プリーダーや先生、アーティスト郡の優れたイマジネーションをストーリーを使って脱I川して

いる。

１４章の関連文献
｡仰師：JoscphCamlphcll,'1,heHcmwithaThousandFaces,FontanflPress,1993.

.英雄の旅のステージに関する解説：http://klculty､gvsu,cdu/websterm/Hero・htm，

http://www・mcli､dist,maricopa‘edu/smc/joumey/ref/Summary・ｈｌｍｌ

･脅緬：VladimirPropp,MorphologyofthcIblklalc,UnivofTexas,１９６８．

.プログ：ＤｎｎＮorlh･ssloryslruclurcs：hllI)://dannorth.nct/whals･in･a％20slory／

･諏輔：LorenNiemi･ＴｈｅＢｏｏｋｏｆＰｌ《DIS,Ｍｅ《I紬CrealionsInc.､2006.
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１４章のまとめ

IlW雌はストーリーのフレームワークです。それは、物冊のための峡水的な

'W･組みとなるパターンで、辿策やデザインのパターンとよく似ています。プ

ロットは、ストーリーにおけるイベントの配列で、イベントがオーディェン

スの前に議場する流れのことです。主張をより効果的にする柵造やプロット

のパランスを兄つけてください。

ユーザエクスペリエンスのストーリーを伝えるときに投に立つストーリー

柵造には、以下のものがあります。

規範的構造：穴埋めできる橘造化されたテンプレート。

英雄的栂造：ジョーゼフ・キャンベルから発想を1¥た英雄の旅の典糸

を川いた柵造。

なじみのあるものから見慣れないものへ：オーデイエンスが世れ親し

んだ心地よい話から始め、次第に新しい、耳仙れない話を展開して

いく構造。

フレーム化：始まりと終わりが同じように兇える柵造のストーリー。

階層化：ストーリーの体験を作るためにIWWhl1的なイメージを川いた柵

造。
望くあい

文脈的幕間：ストーリーに転換を加えるための物JIl1的または情緒的な

ディテール＝



マルチメディア、

CＨＡＰＴＥＲ１５

ビデオ、またはアニメーションを使った

ストーリ 一の伝え方

ストーリー

オーラルストーリー 238

249

252

９
３
６
１
３
４

５
６
６
７
７
７

２
２
２
２
２
２

文書のストーリー

ビジュアルストーリー

１５章の関連文献

ストーリーのメディアを選択します

レポートにストーリーを使います

プレゼンテーションを彼らのストーリーにします

１５章のまとめ
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ーれまで私たちは、ストーリーテリングについて話してきましたが、一言で

Ｌ・ストーリーといってもその伝え方には様々な方法があります。

・オーラルストーリー：ストーリーテラーが、口頭でオーディエンスに服

すストーリーです。

・文密のストーリー：文書を介してコミュニケーションするストーリーで

す。たいていの場合、ストーリーテラーは不在で、ストーリーだけが独

立して存在します．

・ビジュアルストーリー：頓に写真を通じて語られるストーリーです。

・マルチメディア､アニメーション、ビデオ:話し言葉や写真､動両によっ

て伝えられるストーリーです。

ＵＸデザインには２つの砿典なフォーマットがあります。どちらもドキュメ

ントやビジュアル、そして譜し甘葉を組み合わせたストーリーになっています。

・レポート：文章でも口頭でも、ＵＸデザインのストーリーはユーザリ

サーチやユーザピリティレポート、そしてデザインコンセプトの紹介に

使われます。

・プレゼンテーション：ビジネスにおける--．般的な悩叙伝述手段で、ＵＸ

デザインにおいても一般的なストーリーテリング手法です。

オーラルストーリー

ストーリーといえば、私たちはたいてい、リアルタイムに声を出して袖される

ストーリーをイメージします。オーデイエンスは一人かもしれませんし、少人数

のグループ、あるいは大人数かもしれません。改まった場かもしれませんし、カ

ジュアルな場かもしれません。しかし、どのような形であれ、ストーリーを語る

ことは、文化を伝承し伝えていく方法として遥か昔から引き継がれてきた口承文

化なのです。

ストーリーを譜ることは、ＵＸデザインの分析やブレインストーミングの亜要

な要紫です。ユーザリサーチで起こったことを括すことで、その出来叩の、要性

をＷ碗i蝿し、関連の深いディテールを強洲することができます。また、その場で

得たインサイトをグループに共有することもできます。ストーリーは、デザイン

のアウトプットやそのプレゼンテーションを通じて、デザインの一部になりま

す。また、ストーリーを滞ることは爪要なピジネススキルであり、プレゼンテー

ションの出来を左右する亜要な要素にもなります。

オーラルストーリーが他のストーリーと連うところは、「あなた」自身がストー

リーを話すということです。ストーリーを作る時は、あなたが何者かということ
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やあなたとオーディエンスとの関係性、ライブパフォーマンスにおけるスキル、

そしてもてなしについて考える必要があります。あなたはオーディエンスが体験

するストーリーの一部なのです。これはどのストーリーにおいてもいえることで

すが、オーラルストーリーにおいては、この傾向が顕著であるといえます。

ストーリーを通じてオーディエンスと交流することができます

もしストーリーを活用することにためらいがあるとすれば、それはあなたがｎ

分白身をストーリーテラーとしてみていないからだと思います。あなたは恐ら

く、ステージに立って話すよりも、存席でストーリーを聞いている方が快適だと

思っているのではないでしょうか。

あなたが自分でストーリーを話すことにもいくつか利点があります。たとえ

ば、ストーリーをilHいているオーディエンスをr〔接見ることができます。これに

よって、オーディエンスからの質問に符えるためにストーリーのディテールを追

加したり、時間が超過しそうな時に、ストーリーの長さを短縮することができま

す。彼らの表悩やポディーランゲージを手がかりにして、ストーリー上の誤解を

柵きそうな部分を補足したり、典中力が低下しそうなポイントを省略して話すこ

とができるのです。コーチ兼作家であり、完唯なストーリーパフォーマーである

ダグ・リッブマンいわく、オーラルストーリーは「ダイナミックで対話的、感覚

的」であり、ただ読んで話すだけのスピーチとは違うのだそうです。

⑨
オーディエンスサーフィン

私はそれまで映画やマルチメディア・プロダクションについて数年間

勉強をしていましたが、突然ストーリーを否きたいという衝動に駆られ、

短絹小説の作家になるために働き始めました。私はまず最初にできるだ

けたくさん書くことから始めましたが、どれだけ私が努力しても、パー

トナーと協力しても、私自身でさえも醜みたくないようなストーリーを

書いていたのです。

同じころ、私はオーラルストーリーテリングのコミュニティの存在を

知りました。私はそこで何週間もただそれらを聞いて過ごしていまし

た。そしてついにストーリーを賭すことを決意した私は、まず自分の名

前について８分程度の短いトピックを準価しました．それはとても簡単

なストーリーでした。しかしこのストーリーを賭しているとき、オー

ディエンスの反応や表悩に対して問いかける言葉を用意してなかったこ

とに気づきました。

ストーリーを話し終えてから、私は自分が考えたストーリーがひどい
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ものたったと気づきました。そのストーリーは、雄に対して笛かれてい

るのかはっきりしていなかったからです。しかし、いさ４０名のオーディ

エンスの前に立ったときに、オーディエンス一人ひとりの反応に間違い

はありませんでした。そして私は彼らに手を伸ばして触れることもでき

たのです。オーディエンスの反応に対してストーリーテラーが応えるこ

とによって、両者の間でストーリーが活気づいてくることを、私はオー

ディエンスサーフィン（Surfin9theaudence）とよんでいます。

ストーリーを話すことでパフォーマンスの要素が加わります

ビジネスの11t界では、オーラルストーリーが独立して存在することは稀です。

ほとんどの甥介、ストーリーはディスカッションやプレゼンテーションと統合さ

れるからです。たとえば、ストーリーから生まれたアイデアのディスカッション

やブレインストーミングにスムーズに移行する時は、まずストーリーのポイント

について説明するところから入ります。また、ストーリーのコンテクストや構造

体をオーディエンスに提案し、ストーリーにおける111分の役荊を伝えることで、

彼らとの間にあるギャップを解消し、一緒にストーリーを作ることができます。

召
ストーリーは時間を与えてくれます

｡出版社ローゼンフェルドメディアのオーナーであり、ＩＷｅｂ情報アー

キテクチャー最適なサイト栂築のための論理的アプローチＪの著者でも

あるルイス・ローゼンフェルドは、ミーティングでオーディエンスの注

意を引きつける方法と、賭が中断されないことがいかにプレゼンで役に

立つかを教えてくれました｡・

私は自分のことをよいスピーカーだとは思っていません。そこで、人

前で賭す時にはストーリーを使うようにしています。あなたも、もし人

前で贈すのが苦手なのであれば、ストーリーを使ってみてください。そ

うすることによって、オーディエンスとコミュニケーションを取る際に、

艦を綿けやすぐなるでしょう。ストーリーによって、オーディエンスの

注意を引き、彼らの興味を引くトピックを提供することができるので

す。ここでひとつの例を紹介します。

私が大手代理店と一緒に仕砺をしていた時のことです。私のクライア

ントには、広範な愉報アーキテクチャをやりたいところがたくさんいて、

彼らは物願を統一したいと考えているのですが、現時点では統一するも

のがないため、それができません。しかし、ＡＢＡは違っていました。彼

らは様々な分野に巨額な投資をし、シソーラス開発プロジェクトや検索


