
ｽﾄー ﾘー の伝え方Ｉ

に間わるグループにも投資をしていました。

彼らの問題はお互いに連携して働いていなかったことでした．つまり、

彼らは連桃することによって得られる利点を逃していたのです。私はこ

う言いました。「あなたたちのサイトをひとつにまとめるためにハイレベ

ルな愉報股計をさせてください」と。そして次に訪れたときに提案内容

をプレゼンしました。そして彼らはこう言いました「これは酷い。あな

たの言うようにすべきでしょう」そして私は続きました「OK、では協力

させてください｣。

次に彼らは｢それではまだよくない。私たちならこうします｣。そして、

私はさらに何度も「私たちは」という言葉を耳にし始めました。

私はこれを４回ほど繰り返しました。そして最後に、私は彼らのデザ

インに少し携わることができました。彼らは「私たちならこのようにや

る」と言っていました。彼らはおそらく私は使い物にならないと思って

いたのでしょう。そしておそらくそうだったと思いますが、彼らは少し

づつチームとして働くようになりました。

私はプロセスについてストーリーを賭しました。これには時間がかか

りました。そして時間の経過や反復を脱明するのにも時間がかかりまし

た。これらのプロセスついて賭すためには、ストーリーはとても有効だ

ということに気付きました。ストーリーとして諾すことで、オーディエ

ンスは話の結末について興味を持って聞くようになったのです。

あなたがストーリーを謡すと決めたなら、たとえそれがどんな環境であって

も、いくつか材料を持っていなければいけません。オーラルストーリーはすばら

しい油技を必要としないとはいえ、前もって瀬附したスピーチを単に読み上げる

だけではないのです。

念
オーラルストーリーテリングはリッチで、リニアで、

同期的です

｡ダグ・リップマンは米国で最も有名なストーリーテリングコーチの一

人です。彼はストーリーコーチングに関する箇霜を何冊も執筆していて、

教師や生徒の両親、図密館員、プロのパフォーマーの方を対象に、これ

まで数百のワークショッブをリードしてきました。ワークショップでは、

参加者にストーリーテリングの本質や、その本闘がストーリーテリング

の準備に与える影響について考えてもらいます。ここでいう準備とは、

文雷のストーリーとオーラルストーリーの違いについて考えることを意
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味しています｡”

垢し曾葉は人間の殴初の曾蕊です。ほとんどの子供たちは学校に通い

はじめる前に諾し言葉を覚えてくるのですが、書き言葉を勉強するにつ

れて、賭し言葉の璽要性を忘れてしまいます。その結果、ほとんどの人

は賭し言葉と書き言葉の時間紬の違いに気付かなくなってしまうのです。

・画き言葉は意味を伝えるために、言葉や句続点、フォントなど、

ほんの一握りの要素しか使いません。

．またこれらの要素のうち、言葉の占める削合が大きくなります。

。そして、害き言葉は非同期なメディアであり、コミュニケーショ

ンは一方的です。

。最後に、宙き言葉はリニアとノンリニアな性質の組み合わせで

す。掻き言葉は、前から後ろにかけて順に醜まれるのですが、

醜者が自分の意図で前方や後方にスキップすることもできます。

賭し言葉は、書き言葉とは対照的なリッチなメディアで、意味を伝え

るために言葉や声のトーン、表悩、ジェスチャー、姿勢、視線、距離、

間合いなど、書き言葉より多くの要素を使うことができます。また、こ

れらの要素が持つ愈味を同時に伝えることができます。

あなたの言葉や姿勢、そして窟のトーンは独立したチャネルのような

ものです。場合によってはそれらのチャネルはお互いを強化し、あるい

は発散したりミックスしたりします。たとえはこんな人を想像してみて

ください。言葉では間違いのないことを伝えていますが、姿勢や声の

トーンからはためらいを感じさせ、目の動きは「いつはれるか」と恐れ

を発しているような人です。このようなシチュエーションは特に珍しい

わけではなく、普通にあり得ることです。

雷き言葉とのもうひとつの大きな違いに、話し言葉は厳密にリニアで

あることが挙げられます。賭し言葉の場合、オーディエンスは聞き逃し

た曾薬や表悩を取り戻すために会雁を巻き戻すことができません。これ

は、リスナーの肥憶に余分な負荷を与えることになります。また、スピー

カーが賭を止めたときは、それにあわせてリスナーも止まる必要があり

ます。話し言葉はスピーカーのペースによって進んでいくのです。

このような停止や遅れを使うことによって、スピーカーはリスナーの

ストーリーに対する印醗に影智を与えることができます。たとえは、リ

スナーに対してこちらが賭している旧報に追いつくよう求めたり、一拍

おくことでサスペンスの要素を強鯛したり、ストーリーについて考える

余地を与えることができます。

最後に、オーラルストーリーはストーリーテラーが賭すベースとリス
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ナーが賭を聞くペースが同期しています。プレゼンテーション（スピー

カーのみが言葉を使っている場合）でも、オーディエンスは姿勢や表悩、

目の動作を介してスピーカーに佃報を伝えています。これは単に双方向

的な会話の場合だけではありません。スピーカーの反応は互いの関係を

補強し、継続的なフィードバックサイクルを形成することができます。

プレゼンテーションの準備を完壁にするためには、リスナーの前で練

習する必要があるでしょう。そして、もっとも効果的な言葉やトーンな

どをすべてを確浬するようにして、オーディエンスとラポール･’（信頼

関係）を築く練習をしてください。対象としているオーディエンスと同

じような興味や好み、疑問を持つ人からフィードバックをもらえるよう

な仕組みを作りましょう。

結局、部屋に寵っていては双方向的なコミュニケーションを練習する

ことはできないのです。もしあなたがプレゼンテーションの台詞を暗唱

するつもりなら、それはオーディエンスを無視していることになりま

す。また他のインタラクティブメディアを使うときも、このような練習

をしていると、プレゼンテーションを失敗する恐れがあるでしょう。

練習、練習、練習

カーネギーホール車どのステージに立つ秘訣について、昔から伝わるジョーク

があります。それは、答えが『練習」だということです。マルコム・グラッドウェ

ルは自身の符作でも同じことを詳いています。Ｗ門性を商めるためにはスキルを

完壁にするために費やす時I川が肝心なのだそうです。グラッドウェルの仮脱によ

ると、ノ､L人と才能のある人の間には約１０，０００時lﾊ1の練習時間の差があるのだ

そうです。ストーリーを作ったり、括したりするたびに、あなたは熟練者になる

ための維験を梢み上げているのです。

初めてストーリーを話すときや、初めてのシチュエーションでストーリーを紙

すとき、たとえばオンラインセミナーで見えないオーディエンスにストーリーを

話したり、会ったことのないオーディエンスに対して電話でストーリーを話すと

きは、ｌ･分な練習が必要なので、リハーサルすることをお勧めします。ストー

リーを話す瀬傭をするためには、ストーリーとともに過ごす時間が大切なのです。

パリー・マクウィリアムズはストーリーをうまくiIiliすためにこうアドバイスを

しています。「紺すストーリーを決めた後は、できるだけたくさんリハーサルに

時間を費やしてください。ストーリーを自分のものにするためには、相当な時IⅡｌ

を費やして何回もストーリーを話すことになるでしょう』。彼の記事『効果的な

ストーリーテリング：初心者のためのマニュアル』（ｗｗｗ・eldrbarry・net/roos／
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Ccst,htm）は、ストーリーテラーに対するJ1§本的なアドバイスを提供していま

す。その一・部をここに'砿犯します。

・ストーリーを数回硯みましょう。そのストーリーを初めて見たつもり

で、集中して挑み進めてください。

・ストーリーの魅力を分析しましょう。オーデイエンスに見てもらいたい

イメージや、ストーリーを語ることによって作りｋげたいムードについ

て考えてみてください。

・ストーリーの背景や文化的意味を考えましょう。あなたはいろんなタイ

プのオーディエンスにストーリーを柵さなければいけません。彼らから

質問が来ても柔軟に対応できるよう湘鮒をしてください。

・ストーリーとうまく付き合いましょう。あなたのストーリーに職瑚する

キャラクターや投定は、あなたがよく知っている人や場所のようにリア

リティを持たせることができます。もしあなたのストーリーにとって喰

要な要素があれば、簡単かつ自然に取り入れることができることを覚え

ておいてください。

・視覚化しましょうＩ音や味、秤り、色の怒党を想倣してみてくださ

い。もしあなたがストーリーを話しながらこうした感覚を頭の中でイ

メージできれば、あなただけでなくオーディエンスにとっても、ストー

リーにリアリティがでてくるでしょう。あなたがストーリーをいきいき

と描くことができれば、オーディエンスも同様にストーリーをいきいき

と思い拙くことができるのです！

自分のパフォーマンススタイルを作り上げる
すべてのストーリーは個人的なものです。もちろん、あなたに起こったことに

ついて話す場合も個人的なストーリーになります．仮にあなたが赤ずきんちゃん

について締をするときも、ある研究テーマについて話をするときも、いずれも個

人的なストーリーになります。つまり、あなたが粥をするときは、必ずそこにあ

なたの個人的なテイストが加わるのです。それはあなたが強調したいことかもし

れませんし、あなたのスタイルなのかもしれません。このとき、ストーリーの信

頼性についてどえることは砿要ですが、ストーリーとあなたの関係性や、あなた

がそのストーリーに興味をもった即由を考えることもI‘il樺に爪要です。オーラル

ストーリーは他のストーリーとは異なり、あなたのパフォーマンススタイルや譜

のテンポ、あなたとオーディエンスとの間の対括が、ストーリーを形作っていく

のです。
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⑨蔚雪灘竪卿側
女のパフォーマンスの優れたところは、ストーリーの質の高さだけでは

なく、オーディエンスの巻き込み方にありました。彼女はストーリーを

話しながら特定のキャラクターを描くことができたのです。彼女はキャ

ラクターを描きながらストーリーを脂すだけではなく、オーディエンス

に釘間を投けかけたり、彼らにストーリーの一部を話してもらいながら

対諸を行っていました。オーディエンスはストーリーの一部となってい

て、彼女との息はぴったりでした。私がストーリーを話す時は、次に話

す言葉を思い出すのに必死でした。それに引きかえ、彼女はオーディエ

ンスと一緒に賭しているかのようにストーリーを賭していました。「ま

あ、そんなことができるんですね？そんなことをしてもいいんです

か？」なんて具合に。それはもう、目を見張るような経験だったのです。

どんなパフォーマンスでも、どのように聞いてもらいたいのか、そしてどのよ

うな印象を与えたいのかを考えて、ストーリーを作っていかなければなりません。

そしてストーリーを効果的に括すには、それを意織して行う必要があるのです。

特にストーリーテリングを始めたてのころはそうなのですが、あなたが快適に

話せるパフォーマンススタイルでなければいけませんし、通柑の話し方と通って

いては意味がありません。ステージの上に立つプロのストーリーテラーでも、普

段の話し方を取り込めないといけませんし、ストーリーのドラマティックな典素

を伝えるために自分の肉を使えないといけません。火際、普段と逆うパフォーマ

ンスをするときの両は、通附の声よりも不誠実に聞こえてしまうものです。

パフォーマンスのスタイルについてアドバイスできることは、まず基本的に、

オープンで、正直で、誠実で、そして明確でなければいけないということです。

あなたがもし会拙室でプレゼンテーションをするのであれば、少なくともミュー

ジカルで減じているように話すわけにはいきません。オペラ歌Ｆのように紙すの

ではなく、役者がオペラ歌手に話しかけるときのようなイメージで諦すようにし

ましょう。さもないと、ラプリーな話し方はできても、オーディエンスに不快感
を与えてしまうおそれがでてきます。

パフォーマンスについてもうひとつ爪嬰なことは、あなたが、彼らにストー

リーを提供し彼らの理解を助けるためにそこにいるということです。あなたはス

トーリーのためにそこにいるのです。よって、ストーリーをオーデイエンスに提

供することができないパフォーマンスは不要です。たとえば、もしかしたらオー
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デイエンスが退凧してしまうのではないかと不安に思って、ストーリーをうまく

提供することができないにも関わらず、111口に喋ってしまうようなことは、ス

トーリーにとってはよくありません。早口で喋るよりも、ストーリーを論すペー

スを変更したり、ポイントを強調するために声を変えたりする方がずっと効果的

でしょう。ストーリーを話すことに慣れてくると、ストーリーの要素をうまくつ

なげて話すことができるようになるでしょう。

手ごわいオーディエンスに対してストーリーを謡さなければならないときは、

141然なトーンで棚していないとわかっていても、まず岐初は固い丁寧なトーンで話

し始め、そのトーンを通して保持しようとするストーリーテラーもいるようです。

ダグ・リップマンが前述しているように、ストーリーを話すときには、たくさ

んの要素を使うことができます。また、拠数のチャネルを使ってストーリーを伝

えることができます。リラックスすることと、シンプルであることを心がけてく

ださい。そして、あなた自身のスタイルを砿立することができるようトライして

みてください。

話のテンポをコントロールする

あなたのパフォーマンススタイルを作ることができたら、次はペーシング（締

のテンポ）について考えてみましょう。ストーリーを話すときは、オーディエン

スにとって適切なペースでストーリーを話してください。決して無らず、そして

逓くならないようにしてください。話のテンポを均一にする必要はないのです。

ペーシングは、ストーリーの特定のポイントで細かな謡題から余体的な紬題に戻

るときに使うといいでしょう。ストーリーテリングには、プレゼンテーションの

ペーシングとナラテイプのペーシングの２つの形式があります。

・プレゼンテーションベーシング：どのような速度で話すか、そしてどの

ように簡潔にまとめるかということです。プレゼンテーションペーシン

グは、オーディエンスの悠愉的な以応に影響を与えるための方法と考え

てください。ストーリー中のエキサイティングでペースが迎い部分では

スピードアップが求められます。そして、ストーリーのペースが遅く、

悲しい部分では話すスピードを通〈するのがよいでしょう。もちろん、

これは・股的なガイドラインであって、ルールではありません。また、

ストーリーの役定やシチュエーションが変わるときに、ペーシングを使

うこともできるでしょう。

・ナラティブのペーシング：ストーリーの展開がどれだけ早くまたは遅く

進んでいるかということです。これは一定時間に話される筒葉の量では
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なく、ストーリーのディテールや柵成のIllでどれほどの時間が経過して

いるかということを怠味しています．たとえばストーリーのある珊而で

は、ほんの一瞬の出来恥にフォーカスし、時間をかけて解説するかもし

れません。またその一方で、話しを飛ばしてずっと先の内容に焦点を当

てる場而もあります．

注意の言葉

ポジティブなアドバイスを提供する前に、ストーリーを話すにあたって避ける
べき点があります。

・声量を変えたり、アクセントを加えないようにしてください。相当ｎ分

に自侭があるか、とても優れたパフォーマーであるか、または肺かな

フィードバックを返してくれる確実なオーディエンスが相手ではない限

り、あなたのキャラクターは淵稽に映るか、ストーリーに関わる人々 を

からかっているように見られてしまいます。

．迷ったら、短くまとめてください。ＵＸストーリーの善し悪しに憂さは

関係ありませんし、逆に簡潔にすることでペナルティが課せられるわけ

でもありません。自分でストーリーを絡っているときは、求められれば

すぐに手の込んだことができるでしょう。

・沈黙を恐れてはいけません。すべての持ち時間を言葉で埋め尽くさない

ようにしてください。休むことなく多くの叩譜や言葉で時間の鰍ⅢIを蝿

めようとすればするほど、ストーリーがつまらなくなってしまうでしょ

う。沈黙を活川することによって、ストーリーに安らぎを与え、かつ爪

要な点を強洲することができます。オーディエンスが頭の中でイメージ

を描けるように沈黙をうまく利州してください。

オーディエンスに会えないときにストーリーを伝える

私たちはこれまでオーディエンスに反応することやオーディエンスの反応を見

ることの軍要性について話してきました。しかし実際は、オーディエンスに瞳接

会うことができないシチュエーションも存在します．たとえば、グローバルな

ＵＸプロジェクトでは、公職の多くが電括で行われています。また、オンライン

セミナーのような新しいメディアでも、オーディエンスに面接会うことなくス

トーリーを話さなければいけません。ここではそのような状況のために、いくつ
かヒントを紹介します。

・電話越しで話をIlHいている人のために、リアクションを取るための,.分
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な時INlを与えてください。延々 とパフォーマンスを統けたりせず、ス

トーリーのセクションごとに数秒の時lⅡlを設け、追いつくための時Ⅲが

あることを確認してください。

｡少なくとも誰か一人、あなたがストーリーを話している部屋に同席して

もらうことができれば、その人とアイコンタクトを取りながらストー

リーを耐すことができるでしょう。

・あなたのストーリーがジェスチャーや小道具、炎悩に執らないようにし

ましょう。たとえばもし、あなたがII11i面共有ツールを仙って、写真や資

料、ソフトウェアを紹介していたとしましょう。しかし、マウスでポイ

ンティングすることと、手を使ったりオーディエンスの前に物を置くこ

とは、川途も意味合いも異なるのです。

・祁例を交えて脱明すると、いきいきとした描写をつくることができま

す。何かを比較したいときは、ぜひメタファーや直噸を使ってみてくだ

さい。メタファーは余りなじみのないコンテクストにおいて、イメージ

や詳細な説明を使川することができるでしょう。たとえば、電光石火の

応答時間や防抑のプログラムコード、などです。祇峨は「～のようなｊ

を使川します。たとえば、他のように遅く、増のように問い、などで

す。地i脇会拙に参加している人々 には似たような制し方をする人もいま

すし、顔が見えない人の言莱を聞かなければいけないこともあるでしょ

う。柑手が見えない状況で紬をIlHくのは大変です。イメージを喚起させ

るような災現を利川することによって、あなたが紺していることを、１t

に甘紫でIlHくだけよりも理解してもらえるでしょう。

ストーリーを話す絶好のタイミングを選択する
ストーリーをピジネスシーンで利川するためにはバランスが必要です。ストー

リーはレポートやプレゼンテーションに関心と深みを辿加しますが、あまりに多

くのストーリーを利用すると、ｑｌＩ火や数字に慨れ親しんでいる人たちには、か

えって物足りなくなる思われる叫能性があります。これは、データで示さず感悩

的なことをストーリーで伝えようとした場合、特に当てはまります。

トピックを紹介したり、ポイントを脱明したり、事実をまとめるためにもス

トーリーを柵すことができます。あなたの1-1裸は、オーディエンスがストーリー

に関心を示すスイートスポットを探すことです。関心を持つということはストー

リーを聞く湘鮒ができている証拠になります。
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９
楽しむことからはじめよう

｡UＸデザイナーのダニエル・スズクは、ときどき子どものためにスー

パーヒーローを油じています。彼はいかにオーディエンスを楽しませる

ことができるかについてこう語っています｡ロ

ゲリー・ガフニーと私はウェリントンにいました。研修の初日を迎え

て、私たちはホテルから研修会場まで歩いて向かいました。初日の研修

では、常に緊躯感が漂っていました。そのとき僕はこう賭しました。「な

あケリー、今回は楽しい時間にしょうじやないか。今ここで楽しくなる

と約束したら、研修に参加する他の人も楽しくなると思うんだよ。内容

のことを考えるはその次だ」

１年もの間、鯛師を務めるにあたって、パッションやバイタリティは

非常に亜要な要素になります。自分が教える内容を理解するのももちろ

ん重要なのですが、大事なのはオーディエンスが笑う瞬間であり、あな

た自身も楽むということです。そうすれば、あなたは最終的にこう言え

るでしょう。「本当にいい研修だった！」と。

文書のストーリー

ＵＸデザインに鵬わっている多くの人々にとって、文普を使ったコミュニケー

ションは、裳要な形式といえます。物理的に離れた場所に居るメンバーやチーム

がひとつのプロジェクトで仕珊をしているときは、時間や場所にとらわれない文

誹を使ったコミュニケーションに依存しているかもしれません。あなたがコンサ

ルタントで、社外のクライアントと一緒に仕‘lＩをしている瑚合も、レポートの文

書は面接クライアントに会って話すことと同じくらい、重要かもしれません。

文宙のストーリーは、ペルソナやユーザリサーチ、ユーザビリティレポートや

設計ドキュメントといった、デザイン・コミュニケーションの一部になります。

文抑を使ったコミュニケーションにストーリーを使うときの雌大の懸念点は、

あなたが直接ストーリーを紬すことができないということです。ということは、

これまでに紹介してきたオーラルストーリーテリングのテクニックを使うことが

できないのです。したがって、読者があなたのレポートを読むときは、彼らが自

分のペースや討葉づかいで謎み進めることになるでしょう。

さらに煎典なのは、椎があなたのストーリーを砿むのかわからないので、ス

トーリーを細かく調整できないことです。しかしここにも、図１５．１のようなス

トーリー・トライアングルが存在し、ストーリーテラーとオーディエンスの間に

は、ストーリーを通じた関係が存在します。この場合、オーディエンスから直接
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玉(１

的なフイードパックを得ることができず、間接的にストーリーの影撫をｊ､Ⅱること

になるでし.ｋう‘，

／’
画

｡

■■◆｡

ストーリー

伝

■●◆･●■■品■■■●●ｐ■ﾛ

Ｕ Ｘの担当者オーディエン ス

図１５．１文書のストーリーでは、ストーリーテラーとオーディエンスとの間のコミュニ

ケーションは間接的です‐

文書のストーリーは編集することができます

文『I}のストーリーは、編災することでひとつにまとめたり、読んでもらいたい

構成にすることができます。文,¥のストーリーの場合、オーデイエンスはストー

リーをｎ分のペースで読むことができます。また必典に応じて前のセクションに

反るなど、桃む場所を''１分で避ぷことも可能です。

文１１Wのストーリーを作るときは、以ドのことにii2噸してください。

、ストーリーを適切な蛙さに保つようにしましょう。ストーリーはあまり

」とくならない方がいいでしょう。長さに関するルールはありませんが、

一般的には、長いストーリーよ')も短いストーリーの方が好まれます。

・ストーリーを明瞭にしましょう。コンテクストをうまく仙って、オー

ディエンスがストーリーをより理解しやすいようなディテールを披定し

ましｋう。

・不必典な説明や補足コメントはなるべく避けるようにしてください。あ

なたがストーリーを紹寸ときには、自分が省略すれば済むのですが、文

１１}のストーリーで同じことをするのは困難です

・111州〔デザインのツールを使ってストーリーの処せ〃をデザインしてくだ

さい､，イラストやその他ビジュアル要素、および余口を効果的に使うこ

とによって、各ページでストーリーにペースをザ.えることがでざます。
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これによって、ストーリーを税むペースが生まれます。

・ストーリーのスピーカーを決めてください。鋪三者による解説か？そ

れともナレーターによる解説か？主人公の節－･人称による解説か？

そしてひとたびスピーカーを選んだら、ストーリーの中で一貫して使う

ようにしてください。

．もしあなたがストーリーを使って、ユーザーのディテールを伝えたいの

であれば、そのことをストレートに話してください。ストーリーのため

のストーリーにならないようにしましょう。

・長編の文番にストーリーを組み込む方法について考えてください。メイ

ンテキストの中に入れこむか、別のトピックとして褐城するか。あるい

は、他の似Ｉ案にとしてまとめるか、方法はいろいろあります。

・ストーリーのポイントを明碗にしてください。あなたがディスカッショ

ンをリードしたり、オーディエンスが納得するためにストーリーを捌稲

しないようにしましょう。あなたの結論は、ストーリーに組み込むか、

ストーリーの一部として使いましょう。

ストーリーを完成させる１Wに、ほかの誰かに読んでもらいましょう。自分のス

トーリーを挑むときは、ｎ分のjIIのトーンや言葉づかいでIlHいてしまうからで

す。ストーリーの税者は、自分のボキャブラリーでストーリーを解釈します。

ストーリーの行間を埋める

すべてのストーリーは行間を叩めるオーディエンスの経験や想像力に依存して

います。たとえばオーディエンスが２章で紹介した「ケピンの東京ストーリー」

を読むとき、彼らはストーリーから小さな手がかりを拾い、ｎ分の経験に韮づい

てストーリーのギャップを埋め、頭の中で再生するでしょう。

ＩＢＭリサーチの知識共同化プロジェクト（ｗｗｗ・research・ibm,com／

knowsoc/）では、ストーリーが・般的耶実に１１Mする仙報をより伝えるためにど

うしているのかを明らかにしたことについて語っています。ストーリーがオー

ディエンスとの関係を築くにはひとつの方法があります．それは、実際にあなた

が話す言葉や文京に、さらに幅広い知識を加えて、彼らにより鮮明なイメージを

描いてもらうための機会を提供することです．

簡潔なストーリーを秤くために、社会的な、かつ文化的な手掛かりを収典する

のに時間を削くといいでしょう。しかしこれは、あなたがオーディエンスのこと

を理解していて、彼らが抽出した情報とあなたの伝えたいものが合致しているか

確認できることが前提になります。

2５１
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『ThcI>crsonaLifCcyclc』の「ストーリーテリングとナラティプｊの章で、

本沓の苫者であるホィットニー・キューゼンペリーはIBMのプロジェクトを例

に取り上げて、悩報の断片からの示唆について採I)上げています。

タナーはSkalepunkzというゲームに熱中し、レペルを１２まであげ

ていました。ゲームに夢中だったタナーは、友だちのスティープから宿題

に側する哲問が来て独に返りました。そこで彼は、ようやく術迦に取りか

かろうとしました。もうすでに寝る時間でしたが、欄題はまだ終わってい

ませんでした。そして、ママとパパがもうすぐ部屋にやってきます…。

たった５つの文章の中から、私たちはタナーについてたくさんのことを学ぶ

ことができました。

・タナーは子供である（耽湛の時間になっても、まだ術題ができてない)。

・タナーは熱心なコンピュータゲームのプレーヤーであり、ゲームが側怠

である。

・タナーは、もしかしたらあまり勉強をしない子かもしれない。

・タナーにはコンピュータを使う友人がいる。

・メッセージのやり取りが彼らの毎Ｒの通付手段のひとつになっている。

・タナーは、たとえばケープルモデムのような、腿時'111インターネットに

接統することができる環境がある。

・タナーはおそらく彼の部屋か両親の目が届かない場所で遊んでいるが、

彼の方からは両親の概了を知ることができる。

・彼の家族は現在オフタイム$|'で、くつろいでいると推測できる。

ストーリーを分解することで、ストーリーが依存している文化的、あるいは社

会的なIMI提条件と、暗黙的に伝えているディテールについて理解することができ

ます。ストーリーを作るときは、この前提条件やディテールから重要な要素を

ピックアップして、ストーリーにとって屯要なポイントに焦点を当てながら、簡

潔にまとめるようにしましょう。

ビジュアルストーリー

ストーリーは必ずしも言葉である必要はありません。私の友人はこう首いま

す。「ストーリーを伝えるためにイラストを使いましょう。オーディエンスはス

トーリーを耳で聞いている時でも、狐の811にビジュアルを思い浮かべながらⅢい

ています。ストーリーテラーがイラストを提供することで、オーディエンスにあ

なたのイメージするビジュアルを思い描いてもらうことができるのです｣。彼は、

イラストを奔易にかつ安価に作成する方法を提唱しています。
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確かに、グラフィックのスキルが臆けているに越したことはありません．しか

し、私たちは絵の炎現力やビジュアルデザインのクオリテイについて話したいわ

けではないのです。たとえあなたがうまく絵を描けなかったとしても気にしない

でください。ダン・ロームやスコット・マクラウドも指摘する通り、ビジュア

ル・シンキングは絵を描くことではなく、考えることなのです。ウェプコミック

のｘｋｃｄがいい例です。ｘｋｃｄは、彬線で描かれた人物やシンプルなラインのイ

ラストで櫛成されていますが、作考の伝えたいことは低わってきます。

もしあなたが既にビジュアルシンカーなら、すでにビジュアルを使ったストー

リーテリングを火践しているかもしれません。ダン・ロームは自身の著脅『The

Backor1heNapkin』亭３の中で、ホワイトポードに向かって絵を描き始める人
のことを「鼎いペンの人々 」とよび、ビジュアルストーリーが得意な人と比核し

ています。彼によると、ｒ黒いペンの人々 ｊは絵を稗くのは得愈ではないけれど、

写真や絵を使ってアイデアを説明することができます。

絵を描くスキルが不足しているときは、ツールを使って袖いましょう。

UXmattersの記１１で、マイク．ヒューズはコミックを利用して週次のプロジェ

クトリポートを終わらせる方法について紙っています．コミックは「裡雑な問題

を解決してくれて･･･、ビジュアル的にユーモラスに伝えることができるます｣。

マイクも認めていますが、彼は洗練されたアーティストではありません。彼はオ

ンライン無料ツールであるMakeBelie胸Ｃｏｍｉｘをつかって絵を描くスキルを

補っています。群しくは図１５．２を参照してください。

"このコミックはシャドウイング率4を行っているユーザリサーチのチーム

に対する週次レポートの一部です。このコミックは、リサーチャーに私た

ちが観察している経験から一歩引いて、傭鰍してみることの必要性を伝え

ています。勉強中にソリティアで遊んでいるユーザー（昔からよく出てく

るﾘ例ですが、私たちは今までそのようなユーザーを兇たことがありませ

ん）を描くことによって、杵段剣づかないユーザーの行勤を観察すること

ができないことを知ることができます｡，，－マイク．ヒューズ

これは絵を描くスキルを必要としません。しかし，あなたが何を伝えたいのか

は慎亜に検討するようにしてください．

2卸
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図１５．２漫画を使ってチーム間のコミュニケーションを図る。

コミックを使って会話を共有する

コミックやアニメはストーリーを伝えたり、アイデアを共有する方法として注

1.1を溢びています。コミックは肝からストーリーを伝えるためのＦ段として使川

されており、このアイデアは新しいものではありません。しかしコミックは、似

雑かつ長いストーリーをシンプルに、ＷＷ撚な形式で伝えるのに｛i効な手段である

といえます。

コミック形式にリメイクした古典文学がたくさんの出版社から刊行されていま

す．たとえば米11〔では、ＰＳマガジン(似115.3）というコミックをllI版していて、

イラストを使って、j“的なメカニックに'１Mするノウハウなどを脱Iﾘjしています。

アーティストの‐覧にはウィル・アイスナーなどの人知コミックの作者もｆｉを

連ねています。ＰＳマガジンの『IJI･WcntivGMaint(mflI1(､(､Ｍ(〕nIhly』は版を

砿ねるごとにビジュアルの変更を細り返してきました。

図１５.４のように、登場人物が‘１つた（思った）ことを炎すために、人物のが

典（絵）にスピーチや吹き出しを追加することもできるでしょう（人のが奥を扱

う場合には、利川許可をもらうことを忘れないようにしてください)。

図１５．３１９７１年６月にVCULibrarieSから出版されたＰＳマガジンの表紙



ストーリーの伝え方’

"私たちはすでに「A」の中

にいます。このままここにし、

るか、それとも追加しなけ

ればいけないのか…制

図もちろん、それが機械だと

いうことを理解しています

が、あなたがどこにいるの
か知りたいでしょう'’

~あなたはひとつのことを質

問して、これのすべてを知
ることができます”

’

検索結果

AのtreatmGnt

Bのtreatment

Eのtreatme座
りのtreatmenI

Ａ

Ｉ

‘／、

図１５．４ユーザビリテイレポートのこの図は背景にある思想やコメントのコンテクスト

を含めた引用を集めています。人物の写真（絵）は実際の参加者の写真を使わず
にイメージライブラリを使用しています，

この'ﾉﾒL‘〔はあるユーザピリティレポートに使われているものです。ユーザーの

行助の背hlにある考え方やコメントをコンテクストとして引ﾉ|Ｉしています。

こうしたビジュアルストーリーでは、写真だけでなく、裡雑なトピックを少数

の蝋諾にまとめて表現しているところも魅力のひとつになります'，

ストーリーボードは視覚的にストーリーを伝えることができます

ワイヤフレームやブＩＪＩ､タイプは製I1iIIのインタラクティブな流れを示すための

共通技術です。ストーリーボードは、ユーザーがlIfIiIm間をどのように移動し、何
を兄ているのかといったインタラクションを広い視野で捉え、コンテクストやイ

ベントを低えおことができます。

拙'|･':の|H他や、ユー･ﾘ『－が鯉lIliI・・ﾘ･－ビス世ｲ|I川する隙の細|{lを解決するノノ

法をボすためには、ストーリーボードがｲj効です。これらは、llIIi而没計やインタ

ラクティブなプロトタイプとは異なります。ストーリーボードを使えば、マンガ

のようなビジュアルイメージと時間的順序やキャブション、セリフ（やキャラク

Z5５
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ターが心の１１'で考えていること）を結びつけることができます。８歳で脱明した

フローインタラクティブ社のストーリーのように、ストーリーボードはひとつの

まとまったタスクを説明したり、ユーザーの考えと製品・サービスに対するリア

クションを示すことができます。

ストーリーボードは明示的なディテールを提供します

｡ロン・ソヴァはストーリーボードを作成するワークショップで胴師を

しています。彼によると、ストーリーボードの制作には描画スキルや制

作時間を必要しないといいます｡、

ストーリーボードはオーラルストーリーや文書のストーリーとたくさ

んの類似点を持っていますが、２つの相違点があります。

まず第一に、ストーリーのディテールはオーディエンスの想像力に

よって補われますが、ストーリーボードはタスクのシーケンスやプロセ

スを伝えるために必要なディテールをより明確に表現できます。

ストーリーボードはディテールを明示的に表現することができるので、

雄もが同じ方法でイベントやコンテクストのディテールを解釈すること

ができます。したがって、たとえば図１５．５では、プリンターを使ってい

る人だけではなく、プリンターとその人との間係をコンテクストとして

示しています。この悩報は、ある与えられたプロセスにおいてプリント

アウトすることが必要かどうかを判断するのに役立てることができます。

図１５．５はコールセンターで実施したフィールド調査をもとにロン・ソ

ヴァが作成したストーリーボードです。ここでは、プリンターを使う

ユーザーや、プリンターを利用するタイミングだけではなく、プリンター

とユーザーのタッチポイントやプリンターを使うためにユーザーがやら

なければならないこと（自分の椅子を回転する、プリンターがある場所

への移動、など）を脱明しています。

次に、ストーリーボードは一般化した表現で描かれているので、組織

内で違うカルチャーや視点を持っているグループ、海外の異なる言脂を

９

４
〒
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鱗噌
図１５．５プリンターを使用するユーザーのストーリーボード（作成時間：５分以内）
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ｽﾄー ﾘー の伝え方Ｉ

脂すグループでも容易に理解することができます。たとえば、ＩＴ部門に

プロセスを説明しているユーザリサーチャーや、マネージャーにマネジ

メントプロセスを脱明するデザイナーなどがこれにあたります。

ストーリーボードを使えば、ワイヤフレームのように、デザインに関

するコンセンサスを素早く得ることができます。それ以外にも、ユー

ザー以外の人が持つコンテクスト、たとえば、タイミングやシーケンス、

位固、サイズ、色、感佃そして空間的な関係を素早く伝えられます。図

15.6は、言葉を使わすに反復と洗練の価値を表現した例になります。

ストーリーボードはユーザーの行為や佃報の流れのディテールを視覚

的に伝える非常に強力な手段で、以下の用途で使うと優れた効果を発揮

します。

・アイデアを視覚的に見せる。

・タイミングやシーケンスを含む活動を総合的に示す。

．異なるオーディエンスのグループを巻き込む。

・コミュニケーションにおける文化や言葉の壁を取り払う。

・アイデアに対するオーディエンスの腿臓を容易にする。

・オーディエンスからの直接的なフィードバックを可能にする。

・アクションを通じて明確に考えられるようにする。

・関係を栂築することによって組織を改善する。

。楽しんで仕碩をする、ストーリーボードは作成するのも共有す

るのも楽しい。

・目を引くコミュニケーション手段を使うことによって悩報に興

味を持たせる。

ストーリーに登場する印象的なシーンを視覚化することによって、イ

メージを作ることができます。ストーリーを垢しながら頭の中でイメー

鴫 風 鶏
図１５．６この栂人形のストーリーボードで、ロン・ソヴアはプレゼンテーションの前に

テストすることの函要性を覆しています（作成時間：３分以内)。
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ジを描くことはできますが、ストーリーボードを使うと、そのイメージ

をあなたやオーディエンスにとって、より明確にすることができます。

ビジュアルイメージはディテールを追加したり、全体像を見せるこ

とができます

ビジュアルストーリーテリングのもう一つの柵llllは、ストーリにおり為イメー

ジをより!↓体的にすることです。ストーリーテリングにビジュアルイメージを辿

加することによって、オーディエンスはディテールを詳しく見ることもできます

し、ストーリーの全体像をつかむために傭陳することもできます。ビジュアルス

トーリーはオーラルストーリーと何じょうに、叩許に展開していくことができる

のです。タナーの制を思い川してみましょう。

ﾀーﾉ･－はＳｋｉｌｌ(､I)IIllkzというゲームに熱ＩＩ１Ｌ，レベルを１２よであげ

ていました。その時、友人であるスティーブから術題に関する蘭IHilがきて

我に返りました。そこで彼は、ようやくその描題に取りかかろうとしまし

た。もう寝る時間でしたが、宿題はまだ終わっていませんでした。そし

て、ママとパパがもうすぐ部賊にやってきます…。

似１１５．７のが典を1,,1‘てください。このが典はストーリーの皿卿を｡})･ポー

トしていますか？それとも矛盾していますか？

このイメージはクリアなディテールをいくつか提供しています。あなたはこの

男のJzや彼の友人、両親のf'iiWを知りません。また、彼がコンピュータで何をし

ているのかもわからないでしょうしかし、このﾘ)のｒがストーリーに歌期する

男のｒとIlllflillMiであることや、コンピュータを使っていることはわか')ます･彼

はある街に伽んでいて、窓の外の111Ｉｆさから時間は皮でああこともわかります。ま

た、窓の外の景色を見れば、２階以上の部麟に､：んでいることがわかります。そ

0６

２５８

義逼;罰罵:暑く望皇さ蕊一

“
鴎
燭

す
。
』
』

：
Ｉ

図１５.７これはタナーですか？



ｽﾄー ﾘー の伝え方Ｉ

の他にも、以下のような社会的な設定も推測することができます。

・男の子のためのプライペートな窄Ⅲであること

・コンピュータを使うことができるということ

・快適な、中流階級の家であること

・最近掘った写典であること（大背の話ではない）

・西洋文化であること

文評のストーリーと同棟に、ビジュアルを使川することでストーリーにコンテ

クストや文化的な背以を加えることができます。図１５．７の様な写真を使うこと

によって、タナーのストーリーのコンテクストを強化できるのです。さらにイラ

ストレーションも使えば、コンテクストに驚きを加えることができるでしょう。

タナーのストーリーの写真に職場する〃のｆが全く異なる文化のコンテクストで

災現されている蝋合を想像してみると、その意外性がイメージできると忠います。

あなたのストーリーで全体的にビジュアルを使っていたり、文章を袖足するた

めにイラストを加えたりすることによって、ビジュアルはストーリーに深みを与
えることができます。

・コミック形式を使川することで会柵をダイレクトに表現し、アクション

やイベントを時系列的に示すことができます。

・写真はストーリーにコンテクストを加え、特定の場所と文化的なシチュ

エーションを'(すことができます。

・簡単な図を使うことによって、イベントのシーケンスを示し、それぞれ

の関係の推測を可能にし、砿要なディテールを示すことができます。

マルチメディア、ビデオ、またはアニメーションを
使ったストーリー

数年前、ビデオやマルチメディアはその活用方法を検討できるほど十分に普及

していませんでした。しかし、You'1.ulxpやその他オンライン上のビデオなどマ

ルチメディアコンテンツの普及に伴って、ビデオはストーリーを此有できる股も

効果的な方法となりました。

もしあなたがビデオを利用したいと考えていたとしても、カメラに向かってた

だストーリーを碗むだけではｲ《十分です。ビデオを使用する上でのハードルは、

映iIljやテレビ研細のクオリティがとてもi１Wいので、あなたが作るビデオもたいて

い、それくらいのクオリティになるだろうと思われてしまうことです。カメラを

1口Iして、被写体に向けるだけでは不十分なのです。

オーラルストーリーテリングと同様に、ビデオを使ったストーリーテリングで

２５９
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は、複数のレベルでのコミュニケーションが可能になります。対話やナレーショ

ン、フレーム内の背蹴やff，行楽といったさまざまな要索をつかってコミュニ

ケーションすることができるのです。そしてこれらは、すべてオーディェンスの

ためにひとつにブレンドされます。

ビデオを使ったストーリーの一部では、サウンドトラックやアニメーションの

ような、ビジュアルストーリーを作るときと何じょうなアイデアを仙っていま

す。ウェプサイトｌ:で新製品・新サービスやアイデアをプロモーションする場合

にも、テキストではなくビデオを使うのがトレンドになっています。このような

ドキュメンテーションは、言葉や文字、コンセプトイメージをただブレンドする

だけではなく、製品・サービスやアイデアがどう働くのかを明確に、詳しく説明

してくれます。

・GooglcのGooH1cV〔)i“のような新サービスは、多くの珊合、サー
ビスやその使い方を細介するために、サービス紹介サイトに裡数の

ショートムービーを掲戦しています。

・ＡｐｐｌｅのＯＳＸのマルチタッチジェスチャーを設定する手順にも、当
然、そのジェスチャーの使い方を示すビデオが使われています。

．’疏で紬したSlarn1℃はシナリオを元にビデオを作成し、新しい技術

がいかにコンピューターとの付き合い方を変えていくのかを表現してい

ます。

・ＣｏｍｍｏｎＣｒａｎという会社はショートムービーを使って製品の使川方

法を解説しています．そのサンプルのひとつに'IWittcrの紹介ムー

ビーがあります。（ｗｗｗ.c〔〕mmoncl･an・com/Twiller）

消饗者向けの新しい家電製fWlを見てみたいなら、YouTubcの検索ウィンドウ

に“Unboxing”と入力してみてください。するとたくさんのUnboxin恩のムー

ビーを見ることができます。そこでは、パッケージを開梱して製品を取り出し、

セッティングが完了するまでのエクスペリエンスが拠影されています。こうした

ビデオでは、技術的な嬰索や製陥を使う手順が分かりやすく解説されています。

Twiuerは実際に使ったことのない人に説明することが難しいサービスですが、

CommonCrafiでは紹介ムービーを使って、Twillerを身近なものとして捉え

てもらおうと試みています，

｢書く」から「撮る」へ

発笥が非術に興味深いか、あるいはパフォーマンスが相当魅力的でない限り、

カメラの1Wで単純にスクリプトを統むだけのムービーでは退屈です。しかし、多


