
はじめに

1980年代初頭、インフォメーショングラフィックスがアメリカの析聞紙上に爆

発的に畑えだした頃から、無数の11ｆ輔がビジュアル峨命の炎を畑ってきた｡研究

者はグラフィックスを見たときに頭の中でどう処珊されるかという狸知榔造に

ついて探求し､プログラマーはデザイナーの技術的な負担を軽減する機能を開発

してきた。アーティストはクリエイテイプな作品によって革命の気迦を高めてき
ｲﾝｸﾀヶｼｺﾝ

たし､相Ⅲ作用の叩'''1家はインフォメーションデザイナーとコンテンツ制作打の
カップリングについて考えてきた。

いったい何が足りなかったのだろう。熱心なジャーナリスト、ＰＲ専門家、プラ

ンナー、アナリスト、イラストレーターといった｢首業､事実、イメージ｣を扱う専

門家が､ビジュアルという効果的な武器をコミュニケーション手段に加えるコツ
を知らなかったのだ。

現在のようにどこにでもグラフィックスが兄られるようになれば､すべての

人々 がグラフィックスに関する知織をその仕事に応用してもよさそうなもので

ある。しかし、グラフィックスを日備的に使う人も、臨時や一時的なプロジェク

トに使う人も、グラフィックスについて初得するには､独学という１１iめかしい方
法をとるしかない。

ライター、アーティスト、編集軒､が典家などの経験を経て、グラフィックスの

世界に入ってくる人は多い。しかし、グラフィックスが多種多様であるように、

ほかのいろいろな職業の人もグラフィックスに興味を持ち始めている。その中に

は､天気予報を予測する気象学肴もいるだろうし､勝i脈をIEI指す弁護ｔもいるだ

ろう。グラフィックスを使いこなせれば､新たな発見を学術雑踏に提出する牧授

になったり、分かりやすいアニュアルレポートを作る財務担当役lAlになったり、

書籍の整理方法を解説する司書になれるかもしれない。こういった人々 は、リ

ポーター、アーティスト、エデイトリアルデザイナーといった専門家と同棟、イ

ンフォメーショングラフィックスの効果を股火限に生かす必喫性を感じている
のだ。

多くの人々 は、テクノロジーに対する興味を、ビジュアル革命に参加するスキ

ルにしようと試みるが､そのほとんどが失敗に終わる。彼らは学生新聞、Kinko，

s(コンピュータの時Ⅲ貸しも行うコピーサービスセンター)、マッキントッシ１．

ラボといった場所で､拭行錯誤を繰り返したり深夜まで向分のパソコンと格側す

ることによって学び取る。学生生胡を続けていても、授莱のｌｌｌからスキルをつか

む人もわずかにいるが､そのスキルはインフォメーションやデザインよりも、テ
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クノロジーやアートに価りがちだ。きらに悪いことに、「何をするべきか｣ではな

く、すでにできあがったものを｢どう評価するか｣しか教えてもらえないことが多

いのである。

そんな状況を変えるために、この本は生まれた。この本を読んだからといっ

て、アーティストになれるわけでもないし、MacやPCのエキスパートになるわけ

でもない。“ニューヨークタイムズ.､や"ＵＳＡトウデイ‘･から飛び出したような作

品に見せる魔法のボタンのありかも戦っていない。ビジュアルコミュニケーショ

ンのセオリーに梢通するための本でもない。しかし､次の点について学ぶことが

できるだろう。

●どんな蝋合にグラフィックスが必要なのか

●慨報の探し方

●悩報を効果的に柵成する方法

●視弛的に見せるためのテクノロジーの利用方法

●あらゆるプレゼンテーションにグラフィックスを統合する方法

あなたがこういった知繊を探している馴由は、インフォメーションデザインの

経験を柵むためかもしれない。さもなければ､放送､印刷ジャーナリズム、ニュー

ズレターや報告書の作成、プレゼンテーション作りといった職歴を、インフォ

メーショングラフィックスの知識によって補強するためだろう。最終目的が何で
トライ＆エラー

あろうと、試行錯誤という非能率的な方法で学ぶ必要はなし､。

この本のパートＩでは、グラフィックスの磯かな伝承を探り、グラフィックス

の必要性を示す手がかりを見つける。また､効果的なコミュニケーションのため

にグラフィックスを画綱和.．きせる手法や､追加情報がどこに行けば探せるかにつ

いて記述する。きらに、インフォメーションを視覚的に表現するための科学と倫

理について考察する。

パートⅡでは､祝党的に考えることを学び､役立つアプリケーションソフトを

紹介する。また、コンピュータによる描間とデータ炎現にIMIして、入門から上級

までの操作方法について練習したり、そういったテクニックをどのように組み合

わせてグラフィックスを仕上げるかについて考える。

パートⅢでは、インフォメーションをビジュアル的に炎現する具体的な手法に

ついて、それぞれの促所と知所を考噛に入れながら紺介する。きらにバーチヤー

トからプロセスダイアグラムまで､代表的なグラフィックス形式について、簡単

に､効果的に､倫理的にデザインするための､わかりやすくパワフルな方法を説



はじめに

明する。

パートⅣでは､「ビジュアル革命｣に参加するために必要なものは何か､回避す

べき法的な問題にも触れながら解説する。また、古典的なメディアからサイバー

スペース、あるいは新たな出版の世界であるワールドワイドウェブにいたるま

で、インフォメーションデザインについてどのように学べばよいかを考察する。

この本には様々な利刑方法がある。

●独学で学ぶとすれば､パートＩは特別な機器がなくても検証できる、有用な

ティップス怖報を提供する。パートⅢでは、デザインテクニックとそれを使

うためのツールを紹介し、パートⅢではインフォメーショングラフィック

スの主要な表現形式についての､実践的な知峨と作成方法を解脱する。そし

てパートⅣでは、インフォメーションデザインのより大きな挑戦について
紹介する。

●この本を授業に利用する場合､各章は鋼雅と災習のどちらにも利川できる。

パートＩとパートⅡは一対になっており、パートＩは５つの識義セクショ

ン、パートⅡは５つの実習セクションに分かれている。この本に従って授業

を進めていけば､その学期の中頃には､商業出版物におけるグラフィックス

ジャーナリズムについて評価できるようになることだろう。パート、の6つ

のセクションは、インフォメーションデザインの実用的なスキルを主題に

しているので､ディスカッションのセクションとしても、実習のセクション

としても利用できる。パートⅣは、３つの討冶のセクションで栂成され、こ
れをもって実習プロジェクトが完成する。

●インフォメーショングラフィックスのスキルをマスターした後でも、パー

トＩとパートⅣは、ビジュアルとは無縁の同僚と共有したくなるような新
たな意識変革をもたらしてくれるはずだ｡パートnは入門者にグラフィッ

クスのツールを紹介するために役立つことだろう。パートⅢは､あなたと同

僚がインフォメーショングラフィックスについて共通の言葉で謡せるよ

うになるためのリファレンスガイドとして利川できる｡付録は、この本で学
んだことの復刊と、今後の研究に役血つだろう。

●グラフィックスジャーナリズムにおけるピュリッッア賞とされる新聞デザ

イン協会(SocictyoINewspaperDesign)の．SNDGold画や、グラフィック

スに間する能力を馴彰する業界賞を盤押した暁には、この本はすばらしい

トロフィ台になる。あるいは、５章で説明するような運命が待ち柵えている
かもしれないが､その賭はまたいずれ。

３
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この本を手にとったような人であれば、グラフィックスがいかに挽得力を持ち

得るものかは既に理解していることだろう。グラフィックスが複雑な事柄をjIi純

化し､把握しづらいことを僧じさせ､文字だけに頼るより速く、より記憶に残る

形で諭点を示すことを知っているのだ｡ＭＴＶによって堕藩した、無知な人IIUで

はない。プレゼンテーションを推しく．見せる．.ためだけでなく、より人の感慨を

曙動かす"プレゼンテーションを作るために、グラフィックスについて学びたいに

述いない。

ところが､一部の保守的なジャーナリストにとっては、この本は無地の茶色ぃ

カバーで隠しておきたい本なのだ。グラフィックスが多くの人々に支持され､力

を持つようになっても、インフォメーションデザインはジャーナリズム特有の部

分に秘している．厳格な文飛家にとっては、グラフィックスを使って語らせよう

というアイデアで遊ぶことすら、邪道だとみなされる。このような人々 にとって

は、グラフィックスとは｢世界の典実を全て文章で表現するという道徳的使命｣の

放無なのだ｡彼らにとってグラフィックスは､良くて必要魁､瞳悪の場合は｢文章

が持つ染高な使命(と彼らが見なすもの)に疏者が凹心を払わないことの確賊｣と

なるのだ。

「崇商な使命｣には違いない｡｛''11111のジャーナリストの誰に聞いても、少々熱心

すぎるほどに話してくれるだろう。｢安月給､滅茶苦茶な労働時間､容赦のないプ

レッシャー。デッドライン(｢｡“dline:妃線｣と背いて｢締め切り」を意味する)は、

危険なほどその司葉の意味を典切らず､私生活への負担は想像を絶する。さらに

悪いことに、ジャーナリストがどんなに努力しても、銃者が払ってくれる報酬や

敬意は少なくなり、読みもしない人が増えつつある。これほど満足感や信用度が

低く、逆にストレスや批判ばかりたまる職業はほかにないだろう」と。にもかか
わらず､股近の記録でも学ｎｉはこの業界に入りたがっている。その魔性の)Ifで船

を引き寄せるセイレンのごとく、学生をジャーナリズムに引き寄せる理由は､次

のように実に神秘的なものだ。

●リポータージョン・ピーター･ゼンガーの歴史的な英雄行あ、アイダ．Ｍ・

ターベルの壮大な醜聞嶋館行為、アーニー･パイルの市井の人への共感、ボ

ブ‘ウッドワードの疲れを知らぬ探求。

●絹築者カール･ヴァン･アンダの驚異的な籾神的偉業､ジョゼフ･ピュリッ

ツァーの偲執的な瑠職、ウイリアム･アレン･ホワイトの大衆受けする警句

と機知に樋んだ人民主稚､そしてロバート・メイナードの先見性。

●報道者エドワード．Ｒ・ミューローが探し出した下劣な行為の数々 、ハー
バート．モリスンが暴いたヒンデンブルグでの人間性、そしてピーター．
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アーネットとバーナード･ショウがくぐり抜けた爆猟と鉄条網。

●写画家マシュープレデイが記録した職争の野蛮､マーガレット･パーク・

ホワイトによる~ライフ．という雌名にふきわしい雑雌､そしてエデイー.ア

ダムスの人物描写とスポットニュースにおける強力な洞察力。

ジャーナリストはそれぞれの英雄を心に抱いており、その多くはこのリストに

戦っていないだろう。マイケルとエドウィンの両エメリーによる.‘ザ.プレス．ア

ンド･アメリカ画、あるいはカルダー･ピケットの"ヴオイス･オブ･ザ.バスト"の

ページをめくった人なら誰でも知っているように、ジャーナリズムのiIt界は英雄

的な人物であふれている。そのため、ウオルター･クロンカイトのような大物で
さえ、ページの一部にしか紹介されていないくらいだ。

ところが｢グラフィックスジャーナリズム｣の業界となると、英雄を見つけるこ

とは難しい。もちろん開拓肴と呼べる人は存在する。しかし、“タイム"麓のイラ

ストレーターであるナイジェル･ホルムズのような人物が人々 の胸にかきたてる

冊熱は、ウィリアム･ランドルフ･ハーストとは比較にならないほど小さい。しか

もグラフィックスジャーナリズムの典の英雄(これは人間とは限らないのだが）
は､称鋳されるのと同時に中傷きれると相場が決まっている。

「米凶ジャーナリズムのマクドナルド｣と呼ばれるような析聞のおかげで､鞍人
かたぎな人111だと人から思われたとしたらどうだろう。果物の端を越したコン

ピュータ(無諭‘‘アップル'･のことだ)を崇拝する人物だと肌われる方がましだろ

うか？さらに言えば､｢灰色の紙面に変化をつけ､無教養の説考に奉仕し､マーケ

ティングの迎中の言うなりになる｣ことを使命とする人物として記憶されること
を誰が瓢むだろう。

求職者が求人を上回るジャーナリズム業界で、グラフィックスジャーナリズム
だけが人材不足であることは､驚くことでもないだろう。

たとえ英雄が存在しなくても、次のような人物をこの業界の広告塔として使う
ことはできる。

●ビジュアルジャーナリズムがいかに挽得力を持ち得るかを理解している。

●複雑で争点の多いメッセージほど､補足的なビジュアルなしに伝えること
は難しいという見解を持っている。

●人は文軍や蘭葉は素直に侭じないが､図表化されたデータであれば､その真

偽のほどはともかくとして､椛威のある証だと見なすことをよく知ってい
る。

５



６ DesigningInIOgraphics

挽粁搬賢､あなたがたにそんな人物として、インフォメーショングラフィック

スの仮の英雄､憧万艇将の実梁家で素人政治家でもあるＨ･ロス･ペローを紹介す

る。彼の二度の大統領進挙キャンペーンは､布椛者に自作のインフォメーション

グラフィックスを見せることに費やきれたのだから。

１１ﾘもあなたが彼の政泊JW1念に賛同する必嬰はないし､実際焼同していない人も

多い｡ただし､彼のビジュアル的なスキルは徹賛に値する｡減鋭の卯''１１家ではな

い彼は､1992年のもう一人の候補者(彼の名前を思い出せるか？）と同様に無名の

存在で終わる可能性もあった。しかしペローは､簡単に忘れ去られてしまった副

大統釧候補で､既に引退したジェイムス.Ｂ･ストックデイルとは述い、ピジュア

ルコミ１．ニケーションの力を理解していた｡彼の主弧の紙となる散々 のチヘ'一卜

を繰り出すことで､その稗し悪しは別にして､能拠的な得票率をさらったのだ。

彼の魅力が､その卓越したグラフィックスだけだったとは言い切れない。しか

し､ペローは米国の辿想と説得の未来が､前菜よりイメージにあることを明確に

したことで、ビジュアルジャーナリズムが切離していた英雄になったのではない

であろうか？
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・般的な認識としては、アレン･ニューハースの夢であった令阿紙､吟ＵＳＡトゥ

デイ，.が議場する1982年まで、インフォメーショングラフィックスはあまり利Ｈ１
きれていなかったと¥えられてい為‘

しかし、一般的な偲,州ほど､'1てになら駁いものは駁い!，

カラフルな尺気ji参fliやスナッブシ罰ツトllWの､1.排によって，‘McPaPeI･"と呼ば
れるようになったこの新聞は、グラフィックスについて多くの話題を提供した“

しかし、グラフィックスで初めて何かをI成し遂げた｣人を探すには、ピラミッド

や欺形文'ｉ:よりもさらに歴史をさかのぼI)、アルフラ･ベットの唯になった洞耐IWf
lIIIiや絵文'r:にまで旅をする必秘がある

人が物!』Ｉをどのように認識するかについて理岨をこれたり、グラフィックスの

歴史に関する論文を押しつけるつもりはないしかし、あなたの最高慌作が｢単
なる思いつき」と評される不安があるなら、雁史的な裏付けが欲しくなるだろう。

グラフィックスが雌史的に砿1,Mたる地位を描いてい為ことをJ1M解するのにさほ

ど時lIllはかからない’1州I:紀にも渡って、グラフィソクスは一時的な流行や淀術
的な装飾としてではなく、強力で爪甥なコミュニケーションツールとして役'７:っ
てきた。

文i,髄がすべて詩である必要はないし、グラフイツクスすべてが芸術,hhである必

腿もない『IjIi洋文Iﾘjの雁史をひもとくと、('1りくな思旭衆のi'ﾘ人かはこの’'‘１.':をＪｌｌ１解
していたと思われる。彼らの多くは、''1分の杵作物にインフォメーショングラ

フィックスを１１常的に取り入れていたそれでも彼らを｢ＭＴＶで堕落した文字の
挑めない人間に蝿びるもの｣などと非雌する人はいなかった
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ここからの数ページを脱むだけで､今日のようにグラフィックスがさまざまな

メディアに登蝋するずっと以前､文字ができるよりも古くからグラフィックスが

存在したことがわかるだろう。グラフィックスは有史以前から文書にかかわって

きた。古代からルネッサンスにいたるまで､作家たちは言語とビジュアル妥推を

組み合わせて、西洋文Iﾘlの礎となる文蒋を作I）上げていたのだ。ところが橘字と

いうテクノロジーがrlIllなレイアウトの邪臓をするようになってから、ビジュア

ル表現は芸術家の卯門分野と化した。

言語とビジュアル要素を分離したテクノロジーの影響で､文字を飯祝し、グラ

フィックスを惟獅なものとみなす風潮が現れてきた。しかし一方で､文字と引き

離されたビジュアル嬰素は独自の発展をとげることになる。工業化が始まり、グ

ラフィックデザイナーは大鼠のデータをグラフやマップで表現する高度な技術

を開発していった。ざらに彼らは、膨大なデータの集積である“ビッグピク
チャー園を使って、いかに文字より効果的に見せるかを模索し始めたのだ。

1980年代に1W級化時代の幕が開くと、新1111業界では読者がふたたび"ビッグピ
クチャー"を見られるようなグラフィックス機能を伽えたツール探しが始まる。

しかしいったん分離された言語とビジュアル要紫の牌は深く、当初は泥沼状態が

続いた｡結果的に､現在のようなグラフィックスではなく、挿し絵などのアート
ワークが新聞に壁鮒することとなる。1980年代から1990年代にはデスクトップパ

ブリッシング(Ｄ'1､P)が蟹珊し、ビジュアル饗素と酎維を自由に組み合わせられ

る時代が再びやってきた。インフォメーションデザイン黄金時代の到来である。

はじめに…
言諾的ジャーナリズムも視覚的ジャーナリズムも、その有史以前の原形は、111

石器時代と新石器時代(35.000-4.00OBC)の洞刷壁画に共存している。壁画の典の
目的を示す有史以前のロゼッタストーンは存在しないため､なぜ文明以前の人間

が住居の壁にこれらのペトログリフと呼ばれる彫刻をしたのかは推測の域を出
ない｡巷占学､文化人剛学､先史菖淵学､芸術史の各分野で、これらの彫刻の持つ
意味と、現代芸術や前脳に与えた影響が簡搬の的となっている。

古代洞窟の住人達は､動物の傍らに印を付けることで､アメリカの土芯民が千
年も鯛にしていたように駄逮を神格化していたのだろうか？それとも、独自に
アイコン化したなじみ深い画像や模様で住鵬を飾ったのだろうか？もしかする
と、グラフィックスジャーナリズム的な手法で､儀式の方法を若者に伝えたり、

豊穣な狩の成果を報告したり、あるいは絵日肥を付けていたのだろうか？

『
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彼らのＨ的が何であったにせよ、図1.1のようなベトログリフは､絵画芸術と菖

語記述という個別のコミュニケーション方法として進化するにつれ、単純化さ

れ､様式化されていった．このふたつの要素は、散千年後に現在のインフォメー

ションデザインによってl叫び統合きれることとなる。

字,恥蝋咽蹄

満 平 Ｌ

このようなペトログリフが世界中で見られる

グラフィックスのＡＢＣ

当初は見たままの姿として描かれていた絵文字が､より単純化され様式化が進

み､元の姿とかけ雛れた形になったとき、アルファベットの原型が峰生したので

ある。これらの絵文字は､将定の帝(最初は絵文字が示すものが発する背だった

かもしれない)と結びつけて琴えられるようになっていった。たとえば水しぶき

を表す"Splash"という単諮は､今でも水しぶきが上がるときの宵と発音が似てい

る。この肌滞の元になった､水しぶきのように見える絵文字について考えてみよ

う。遠い過去の洞爾では､水しぶきを表す絵文字はＳの字に似た曲線だったかも

しれない｡~SpkIsh~と類似した汗を持つ~Spli“..(抑をねじって繋ぐこと）もまた、

Ｓに似た絵文字を修正してつくられた可能性がある。具体的なものばかりでな

く、抽象的な概念にもそれを炎す絵文字があり、言葉がつくられた。こうして

元々 はその姿と音に基づいた絵文字であったものが､関連性の無いものまで表記

できる｢文字｣へと徐々 に変化したというわけだ。Ｓの起源に側する謡は想倣にす

ぎないが､音のイメージを視虻的に炎現することで､絵文字からアルファベット
を創り出したという可能性を示している。
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インフォメーショングラフィックスの先駆将と呼べる古代人は､紀元前3100年

から西勝394年､スメル語の文字と自分たちの絵文字を元に象形文字を創り出し

たエジプト人の中にいたのかもしれない。1799年､同じ内容の文章をいくつかの

言語で犯した石碑､“ロゼッタストーン詞が発見された｡それまで古代文字の解読

は不可能であり、古代の絵と文字の組み合わせが､今11のインフォメーショング

ラフィックスでⅢいられるアイコンと文章によく似た図入りの文脊であるとは

認融きれていなかった。

図と文章は､ギリシア、ローマ、中世(西暦6001500年ごろ)に至るまで､密接な

関わりを持ちながら発達していった。中世キリスト教徒の尚爪な彩色写本がそれ

を柾Ⅲlするよい見本だ｡デザイン史研究家であるフィリップ｡Ｂ・メグは、この本

のことを｢現代の没画にどこか似ている、映画的な一連のグラフィックス｣と評し

ている．

グラフィックスへのグラフの挿入
この時代の終わりにかけて、グラフィックスを絵画的に使うのではなく、

チャートやグラフのような数iitの表記に使った作品が登嶋した。

妓初にこの手法を用いた人の中に、フランス北西部のリジューという町の司教

であるニコル・ド･オルセム(1352.1382)がいた。彼は数値をグループにまとめ、グ

ラフ化を行った。この分野でのもう一人の1M拓稀といえば､他の多くの分野でも

右希なレオナルド･ダ･ヴインチ(1452.1519)である。彼は天文学､数学､地珊に関

する冊級をチャート化した。ダヴインチの文蹴を見ると、視弛的な演出が右効な

あらゆる箇所に、シンプルで効果的な概念図や画像が使われている(図1.2参照)。

哲学希であり、幾何学の創始希でもあるルネ･デカルト(1596.1650)も、その文章

に多くのグラフを〃lいた｡爪力を１１１:明したアイザック･ニュートン卿(1642.1727）
は､彼の乎普きの文併にこの傾向を取り入れている｡

産業化以前の図版や文章は､すべて手許きだった。ヨハン・グーテンベルク

（14001468)による活字印刷の導入は､手書きでの文書作成と、文章と図版の自由

な組み合わせの終馬を意味するものだった.大破の印刷物に載せるためには､図

版を手作梁でエッチングしなければならない｡エッチングは版木に取り付ける必

要があり、組み上げられた活字に柳入することは困難であった。このため図版と
文章は印刷物の別々 な場所に物理的に分離きれるようになり、結果的に異なる役

１
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lif版印卿という避け嬢い状況は､〃１版物のり'でグラフィックスを＃W離した

だけでなく、グラフィックスに瀞する知的雛測と鱒小化をも〃路した。ま

た､グラフィックスと文章が分かれたのと何縦に､それを作る人々 も分化

の道をたどることになる。グラフィックス臆側する決定は､研究考や解漉

拝の手の届かないところで､グラフィックスのＭＷ讃が行うよう仁なって

いった。グラフィックスのＷｿ縦とは、コマーシャルアーティストやデザ

イナー､動画創作者といった人たちのことであり、艦らの興味やスキルは

科学春や解磁考よりも美容師や汀伝業のために使われることが多かった。

Chapterlインフォメーショングラフィックス小史

●

ダヴィンチは彼の習作｢鰭画鯛｣において･グラフィックスと文章を固り交ぜて使用した

割を担うことになる｡現代ではグラフィックスの偉大な支援者となったテクノロ

ジーも、この時点ではグラフィックスの仇敵だったと甘えるだろう。

甘柵的表現と視此的表現との分離は、さまざまな形で続いた。この分離こそ、

ビジュアルコミュニケーションを蝶薄なものとみなすようになった典の要因か
もしれない｡研究家アルバート。Ｄ･バイダーマンは、インフォメーショングラ

フィックスの分離が与えた影響を次のように晩いている。
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実際のところ、バイダーマンが‘.美容師や立伝業,.と炎現したアーティストや販

光梱当考は、グーテンベルク以降のもっとも重要なグラフィックス利川蒋であっ

た。しかし、彼が．科学者や解説者"と呼ぶ人たちも、この時期にグラフィックス

を使っていた。‐グラフィックデザイナー..という言紫は、1922年にウイリアム・

アデイソン.デイギンズというアーティストが生み出したものだが､悩細を視覚

的に表現する卿！'j家は1811t紀にはすでに緩珊していた。ビジュアルツールのみの

領域に閉じ込められたビジュアル悩報専門家たちは、より複雑なメッセージを効

果的に表現できるツールの開発を強いられていた。

こういった専門家のひとりに、アメリカの建国の父と同じ時代を生きた、ウィ

リアム･プレイフェア(1759-1823)を挙げることができるだろう。近代ジャーナリ

ズム誕生の時代である。出版の自由を争ったジョン・ピーター･ゼンガー裁判

〈1734-35)の数年後であり、「言論の自由｣を保証する米同憩法修正第一条の採択

(1791)以前､そしてジャーナリストがまさに革命を起こした時期にあたる。プレ

イフェアは、‐ＵＳＡトゥデイーができるまでほとんどの人が知らなかったグラ

フィックスジャーナリズムをすでに姉めていた。

グラフィックスの

理想境を求めて
プレイフェアは、人生の大半を兄の険に隠れた存在として過ごした。彼の兄

は､スコットランドを代表する数学新､幾何学肴､地珊学者であり、弟の成し遂げ

たことに比べれば極く平凡とも甘える業統によって､現在も"ウェブスターズ人

名辞典.､に記述されている。グラフィックスのヒーローと呼ぶべきウイリアム･プ
レイフェアの方は、文章で埋め尽くされたウェプスターには認知されないまま、

現在に至っている。

プレイフェアは最初の職業であった工業製図の学術的な厳格きに梁を蕪やし、

25蛍で新しいジャーナリズムの形式｢インフォメーショングラフィックス｣の創
造に乗り出した｡彼の努力の成果である菌'rhcCommercial＆PoliticalAtlas~(商

業政治図鑑)は､1786年にロンドンで出版され､フィーバーチャート(折れ線グラ
フ)やバーチヤート(棒グラフ)を含む､４４点のグラフィックスが入っていた(凶

1.3参照)。その中には､今Ｈの典型的なグラフィックス猫材となっている｢時Ⅲの

維過に仲なうデータの変化｣を炎した、史上初と思われるチャートも存ｲI;する。

|’

’
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7.3 RxIxjrI弗ＲｒＭｌＩｍｐ⑥r帆『⑪ｄＥＭ１ｎｍＩ１１》1織那‘ＷＫ趣ＮＯＩｎ､ＺＷｎ唖愉”、ｌｏｌ７‘｡

郷‘ぬし噸｡禽緬〃ae』j‘が，ohf'"〃)＃･唾‘ﾝ理財ﾂﾙ『〃"胸'伽''〃〃必”"”‘ｗ"・ｎ４４－Ｆ－－ムゴー狽顔～千“レー〃Ｌツー■や▲一一・Ｗｰ"ー当

ウィリアム･プレイフェアの．TheＣｏｍｍｅ｢ciaI＆PoIiticalAtIas･(商鍵政治図催)には､大英帝国のノルウェイ
とデンマークに対する貿易収支を示す手作業で彩色されたグラフィックスが含まれてい為

「
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1眉
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統計学汁エドヮード･タフトは、「プレイフェアは、従来数仙の縦列でしかな

かった炎を、“線を使ったiil煉痢による体系的でビジュアルな衣現〃法を探し出す

過程で、グラフイカルデザインのほとんどの1:台を削り出してしまった｣と記し

ている。プレイフェアは自分の刺進物が､いかに有川で､魅力的で､虻えやすいか

を神秘的なil1察力で兄抜いていた｡彼のチャートのひとつには-卜記のような記述
がある。

獅絢ﾘﾉさにおける〃益Ｗ//尖といった金訓は､場ﾉ"や地形を伽<のとﾉﾘ

厳に〃"Iに〃版化できる。今まではそれを誠ざなかったにすぎない‘この

卿"に荘づいて､これらのチャートは作成された．水非のテャーノ､ばり(純

で明確まjWiI念を炎現するだけでなく、その尖朋批に劣らぬﾉﾉ訂碓さを〃!ら介

わせでいる。いずれかのチ．1.-ﾉ､をﾙ労がしっかり胆察すれば'､〃〃"蝿

型しても忘れまいほど切雌な"ﾉ象を受ける｡伽ごﾀるずえば、シンプルか

つ鎧全なものであり、時〃と鮭を何時に把撫できるの猛

ブレイフ桑アは、これに続く作IYlIl1で､新たな視弛的炎現を創造すゐことにな

ゐ。１８()1ｲ|{の．．Sm1islicalBI･(､viil,．y､.(統,汁的簡IﾘI)のIliで、大きさのY4なろ''１を

使ってj1tを炎したのだ。これはIniグラフ雌初のﾘ例とみられているさらに彼

は、1805年の．.StatisticalAbS1r&lCtoftheじnitcdSmtes"(合衆国銃‘ii･抜枠)にお

いて､円を柵成要素に分割した近代的なパイチヤート(円グラフ)を使った、
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データを邪物の欄み班ねとしか夢えない、文字での隠喰的な表現を廃し、「プ

レイフエアは物理的世界への類推から解放し、データ自身がつくり出すデザイン

によってグラフィックスを描いた｣とタフトは肥している。こうすることによっ

て､「物ﾘＩをあるがままに描くのではなく、概念を表す象徴的なものを描く」とい

う旧打器時代に始まった模索を前進させたのだ。

さらにプレイフェアは、インフレを考慮して合iI1･金額を劉整したり、データを

強調して技術的な装飾を取り去ることでチャートをスッキリ見せるといった工

夫をした。また､チャートには手作業による彩色を施し､亜要な個所には数値の

ラベルを付けた｡彼は､「この方法を使えば､一日がかりで記憧する怖報を５分で

ものにできる」というコメントを残している。

プレイフェアの神秘的なiM察力は後に科学が紙明することになるのだが､彼の

革新的なアイデアが大西洋を渡ってアメリカのジャーナリズムに影響を与える

ことは、その後一世紀以上なかった。プレイフェアと同じ英凶人であるナイジェ

ル･ホルムズは、「最初にこの兆しが見えたのは、1929年のウォールストリートの

崩壊によって財務データの緊急性が兇煎された後である｣と肥している。

旧世界で開花した新手法
工業化の進んだアメリカの出版界は、プレイフェアの開発した手Ⅲのかかる手

法に投資するのを姫ったり、あるいは投資したくてもできない状況にあった。こ

れに対してヨーロッパは､彼の手法を梢極的に受け入れた。当時プレイフェアの

手法を採川したひとりが、フランスの技師、チャールズ･ジョセフ･マイナード

(1781-1870)である。彼はデータマップを進化させることによって､統計や歴史に

地理を結びつけた｡話をそらざないために､地図製作の歴史へ深入りするのは避

けて､マイナード以前のデータマップが｢データと地理との１１０巡性｣ではなく地理

自体を強閥していたことを記すにとどめる。西暦１１００年という早い時期に、中ｌＩｉｌ

では"ＹＵＣｈｉＴｈｕ･･や"YUtheGreatの路線図僻といったデータマップを作成して

いた。これに近いデータマップがヨーロッパで壁場するのは､西雁1550年以降で

ある。そのひとつに、ジョン・スノウによるロンドンでのコレラによる死者の配

俄を示す地図がある。この地191は汚染きれた井戸を特定する涜料となり、多くの

人命を救った。マイナードがこの分野で行った改革とは､「地理よりもデータを

強調するデータマップを創造した｣ことである。
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マイナードの地図は、１１tに位、を示すだけでなく、時lIljと皿を表していた。

データ縦に比例した太きの線を用いることにより、通商の経路と同時に通商の批

を表現したのである。彼は多くのチャートを地形と靴み合わせることで､1812年

に起こったナポレオンのロシア侵攻の物語を表現した。タフトの言葉を借りれ

ば､「史上股高の統計的グラフィックス｣を作成したのだ。

単純さを失うな
マイナードの作品には、あふれるほどのデータが凝縮されていた。そのデータ

nは､今ロの塞準に照らしても多すぎるし、彼の後に続いたモダニストから見て

も明らかに過剰であった。

社会学者オットー･ニューラス(1882-1945)は､単純化されたイメージに高い拝

価を与える｢ウィーンメソッド｣という様式を提唱することで､モダニズム運動の

口火を切った｡蕊無関係な､装飾的要紫.，を排除し､単純化されたピクトグラム(絵

文字)やアイコンを用いる「ウィーンメソッド｣の典型的な例を図１．４に示す。

ニューラスの術抑のもと、ウィーン社会学経済学研究仰物館は､統計データに記

録されたすべての事柄をグラフィックスで報告するという、膨大なビジュアルプ

ロジェクトに着手した。

EＨＥＳＣＨＬＩＥＳＳＵＮＧＥＮｌＮＤＥＵＴＳＣＨＬＡＮＤ

オットー･ニューラスの｢ウィーンメソッド｣に従って単純化されたピクトグラフが､１９１０年から20年代のドイツ
の姻姻率の比較に用いられた例

1５
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193‘lfl§にオランダに移化したニューラスは研究の範IHiを広げ、，城を使わない

|l堺典皿の詐冊を|塊索するようになったこのピクトグラフ(図解)によるコミュ

ニケーションシステムは、“InternationaISyslcmofTyp()graphicPicture

Education~､略してISOtyPe運動と呼ばれるようになった。

脇()1ypcの搬jﾙはモダンアーI,迎動の台頭とⅢせずして一致し、紬果的に１１堺

的なﾉﾘ雌でグラフィックスとデザインに大きな価ﾘ1KをIj･えた｡４Ｍ;の道路概仙

や、オフィス機器に描いてある肱|際的なシンボルを兄るたびに感じられるその影

簿については、６蔵で詳しく解説する。ニューラスのウィーンプロジェクトは、

その様式と災釧において、今'1新ＩＨＩに使われているグラフィックスと何ら相述は

ない。彼の形郷を‘受けて、多くの不朽の瑞作が川』lした。1933ｲI:、卿x]家ヘン

リー｡ｃ･ベックは、世界で初めて意似l的に簡略化した地似1をつくり、デザイン航

技会で賞を勝ち取ったcその地凶は､ISOtypeの微式にならったもので､地形を厳

密にI氾すことよりも、その地図の役削を重視していた。この地同(I'x11.5参照)はロ

ンドンの地ド鉄のﾉ脚隠路線例として什駅に掲示され､今ⅡでもそのＦ法が使ｵ･)れ

ていあ

五ｌ＝■
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ヘンリー．Ｃバックの創迩した､地理よりも役削を顔視する路線区
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Chapterlインフォメーショングラフィックス小史

今日のロンドン地下鉱の路線図。ヘンリー．Ｃ･ペックの路線図に児られる単純さを紬柵してい忍

シンボルを使った記り･化をコミュニケーションを向上させる〃法ととらえた

ニューラスに対し、彼の後継什述はグラフィックスデザインをｉｉｉなる｢意味を

持ったアイコン｣以上のものへとIiii進させたl2Iら．‘TypoIPkl"('1,ｙＩ〕【〕RraphiCal

architCc【：タイポグラフイ辿柴家)と称していたピエット・ツワルト（1885.1977）

は、コミュニケーションの効》+(を上げるデザインに亜点をliftいた。ラディスラ

フ･サトナー<1897-1976)は､ふたりの方向性をひとつにまとめ､機能的なデザイ

ンに向けた迎動を展開していったコ

ーノブ,岡版を文厳と孤厳させたアメリカでは、伝統的なイラスI､レーションの

排つ純粋な農術的下法が依然として主流であったしかし、1929年の株式I|i｣物の

崩壊と1930年代の欧州からの移比が､この状況を変えていく。変化のもうひとつ

のきっかけとなったのが、ラデイスラフ･サトナーのニューヨーク来訪である。

彼は1939年の万同博覧会用のデザインをするためにニューヨークを訪れ､この〃

仲はアメリカ文化の分岐点とげえられるほどデザイン界に大きな形襟を与えた。

そのコンチネンタルな郡1111虻〈よ絶践され､サトナー風のグラフィックスはアメ

リカで支排されるようになっていった｡万博と|‘りじｲドに･･フォーチュン"は市腸I洲

壷結果を前IiWに打ち出すバーチャート（|翼11.6参照)のペーージを褐紋したグラ

フィックスの先駆者である“シカゴトリピューン・・でも、ページの全Iniを使ったマ

ジノ線(輔二次火職ＩＭＩのフランスの典,膳を,Jくす)のグラフィックスを禍,仙した．こ

のどちらの『ｌｉ例も、Isolyl)《$皿lliljやサトナー的な機能1Ｍｋ視の”ﾐをそのまま''1：

現しただけのものではない｡Isotype様式のピクトグラムを使ってはいるが､アメ

リカのアートワークを支配していた図解的なスタイルも取り入れていたのだ
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DoyoufhinkbusineS5wouIdbebetteｒｏｆｆｉｆ↑heunionSweretomer9e
in↑oonebi9powerfuIunion？WouIdl3borbebe↑teroff？
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涛量糊月岬州，鵬．
時フォーチュン･は１９３９年の凝面括果歴チャートを便って示した

アメリカジャーナリズムの母ともいえる"ニューヨークタイムズ.，では、弟三次

''1:界火ｉｉｉいり前にグラフィックスをI|jいていた。文化的i蝉什として､サ|､ナー

のニューヨークI;川''1を緋つまでもなく、仙のコンチネンタルスタイルを取り入れ

ていたのだ－miに写典を職せることすら希であった192()ｲド代に､既にI''１紙はイ

ンフォメーショングラフィックスに興味を抱いていた.』例1.7が示すように、192Ｃ
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年11ﾉ1311の.･ニューヨークタイムズ"の一miには､避難結MLの畑ｉの一・部として、

ウォーレン．Ｇ･ハーデイングの大統領進勝利の状況を濃淡で示した大きな地側

が褐,iijtきれている。..ニューヨークタイムズ鈴のIif史をさかのぼってみると、史_上

初の掲赦麹〔となったヒンデンブルグサの術唯的な'砲!〔より前に､聴くほどモダ

ンなグラフィックスが数ページに渡り、また数年|H1に渡って綴ﾙしている。

|・隠獅悪P錐 画駐靴jmi1IOirk感tmpcfi、に蕊婆１
圃 宝 詞 冠 章 司 Ｆ 宗 一 面 画 壷

酉 亭一一画一画一一一一画一一■一－＝－－－－■■一一一一一画一■戸一一一画曲一一令一d

HARDlM)WIIVSI;伽ZZ,ｍＩＶＬＥ４ＤＨｍ砥
Ｂ脇RmDImLICAIVGAZZVBIIlVCY〕ﾉV幅1尺j9XQiミル

jfZLLERLEADS8jMITHrF10RG10VE尺Ｍ９Ｒ

1920年､大綱頑迩挙でのウオーレン．Ｇ･ハーディングの騎利は､､ニューヨークタイムズーによってグラフィックス
で伝えられた

かくして伐荷はⅢい、卿台は雌ったインフ･Ｉメーショングラフィックスがア

メリカの新聞にとって｢ごく当たり前のもの｣になるために克服すべき唯一の隙

審は、時'''1だけだった
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発展段階の粁余曲折
デスクトップパブリッシングが登場するまでの数十年間、インフォメーション

グラフィックスをつくるには、グーテンベルク時代からさしたる進歩もない、

｢手間のかかる職人芸｣が必喫とされていた｡芸術家の手により、ロットリングペ

ンを使って一本一本の線が引かれていたのだ｡その]:程としては、まず線画を描

き、文字組みや校正を終えた文字をその線画に貼り、手作業でカットした網目の

パネルで濃淡を付け､完成したグラフィックスを写真製版によって印刷用の版に

エッチングするというものだった。

大規模な新聞と、インフォメーショングラフィックスに傾倒している人々を除

いて、このハイテク以前の賛沢なコストを負担する継済的余裕はなかった｡結果

的に見れば、シカゴやニューヨークの超一流紙を除けば､新聞業界ではインフォ

メーショングラフィックスへの関心はほとんどなかった｡一方、1930年代から

1940年代にかけてのモダニズムとサトナーの影騨を受けたアメリカの芸術界は、

機能主義の計算きれた梯式を捨て去り、より怖締的で芸術性の強い橡式への移行

を開始していた｡芸術史家ミルドレッド･フリードマンが言うところの｢欧州の視

覚的､社会的､科学的殖命の生み出したモダニストの伝統｣をアメリカにもたら

した移民は、コミュニケーション科学や効率をあまり考倣しない芸術的手法をも

同時にもたらしたのである。

派業施命への反動として、ウイリアム･モリス(1834.1896)の復古的装飾様式、

パプロ･ピカソ(1881.1973)のキュピスム、ダダイズムによる原則の放棄、アール

デコの様式美や装飾美､新古典主凝的な未来派の運動、フロイドに着想を得た

シュールレアリスム柿式といったものが登場した。歴史家アンジェラ。Ｅ･デイ

ヴィスによると、「エリート主義的な"上質蕊で"高級崎な芸術に傾倒し、商業美術

はマスコミュニケーション亜視の庶民生活を取り扱うものとして軽視していた」

芸術界に、こういった運動の波が押し寄せたことになる｡機能主義や､それと関

連するバウハウスやスイスメソッドといったものが、このようなアメリカの芸術

界で支持を得られるはずもなかった。

デザイナーであるポール･ランドによれば、アメリカでのグラフィックスの脹

史は､「伝統的な職人と創造的な芸術家との争い､あるいは現実主義と感慨主義

とのあいだの苦闘の歴史｣である。世界大戦後からベトナム戦争に至るまで､ア

メリカでは創造性と感傷性が勝っていたことになる。

それにもかかわらず､常織的なグラフィックスや効果的なコミュニケーション

を求める動きは商まっていった。1962年の初頭には､研究家アーサー．Ｔ・ターン

プルとラッセル．Ｎ･ベアードが､「今日のグラフィックスコミュニケーションは、


