
Chapter2グラフィックス渥使うかどうかの見極め方

再巡計1町について７つや８つもの段落に

渡る文章を読む代わりに図2.2を見れば､「支

払い手数料の変吏｣や｢支払いの遅れたロー

ンの返済は杵促されあか｣といったことがす

ぐに碓脇でき為。ジャーヅーリストは１１.'１１の本

賀的な慰味や形郷のことを"nut鰹I･剛)hR.‘(核

心)と呼ぶが、このブレークアウトポックス

こそ核心をﾉ武すグラフィックスである。

ブレークアウトボックスこそ、コミュニ

ケーション研究･汁やデザイナーが出発点と

するのにもっとも有効なものである。多くの

点において、プレークアウトボックスは見出

しと文章を組み合わせた縮小版と討える新

川lの・而を拾い硫みしてliiiI'１そうな,1.ﾘを

探すように、ブレークアウトポックスをざっ

と眺めれば､探している情報の内訳が兄られ

るのだ｡｢逆ピラミッド型｣(３章参照)で作成

すると、ブレークアウトポックスは単なるリ

ストではなく、「メインポイント｣、「輔２ポイ

ント｣、「デイテール｣という３階Ⅱｲの|Iﾘ(艇J1

明に近くなる。このように椛成されたブレー

クアウトボックスを兇れぱ､本来の見出しや

文蹴であまり1-I立たなかった砿要な１１笈に、

統稀の注蹴を促すことができる。

スモールセービング＆ローンの例であれ

ば､“What'，(ｉｌｌｊが)に側するブレークアウト

ボックスに、.WowmuCh'，(どれくらい)の嬰

紫を追加すれば､mjIIiに内容を深めることが

できる。たとえば､「ルーサーの卿処111.卿に

よってどれくらいの金額を節約できるの

か｣、あるいは｢平均的な顧客はどの税皮の金

額を負担するのか｣といった情報を加えゐの

だ。こんなふうにどえていくことで、ストー
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債溌にも耀者にもｽﾓー ﾙビル
ｾー ピﾝグ&ﾛー ﾝの危樹術わる
困雌に陥っているスモールビルセービング＆

ローンは連邦政府の管理下に入ることをさけ
るために経営を引き締める

債務者

■□－ン支払いの猶予期間の短縮

翌月の開始まで待たずに､５日後から、
延滞料を課す

■クレジットカードによる購入と
貸付けの手数料値上げ

隅入には２１日以降､貸付けには当日
からＴＢ％の利息を課す

預金者預金者

■期限前の引き出しへの

違約金の値上げ

満期前に現金化された定期預金には、
従来の普通預金利率の適用に代り、
燕利息となる

■普通預金の手数料値上げと
利率引き下げ

利息は4％となり､残高が1000ドル
以下の場合はＳドルの月次手数料が
かかる

シンプルなグラフィックスが､本文では説明しきれないキーポイント
を浮かび上がらせるかもしれない｡この図でも､ところどころに太字な
使った強畑がなされている｡ここでは皿凹な患昧潅持たない組撤柵成
は省略した.３画でより詳しく脱明する
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リーの全貌を伝えるというII的に向けて噸H発できあこの行稚を踏むことで、

企業戦略を熟知している人々だけでなく、すべての読荷に記事の核心を伝えられ

るのである。

総支配人のレックス･ルーサーは､再辿計画が予定より早く進んで

を役員会で明らかにした｡彼によると､経営危機に陥っていたこの

が､来年にも過去５年以上で最高の利益をあげそうな見通しであ

この記'11で（よ､..WheI1'‘(いつ)をI畠凹としたグラフィックスに、“11<)wII111(､h､．

(どれくらい)の'災推を加えるのが良さそうでああここでのポイントは､過去に

とらわれないこと会社の経営状態にlMl迦があったことは､すでに読昔の知ると

ころである。過去の実績をグラフィックスにしても、「･占いニュース｣にしかなら

ない｡本来のニュースは、「将来に明かりが見えてきたlということだ｡二次的な

ポイントとして過去の問辿にも触れたくな為かもしれないが､ここでのi池はあ

くまでも新たな状況の進股にああこの過程で総支配人の剛&をしっかりと検iI11i

していくことにより、グラフィックスは価値ある梢報をつくり出せるはずだ

すでに実行された改革については、どれくらい効果的だったかを示す追跡記録

を作成でき患。似12.3のようなタイムライン(１５厳参照)こそ、ふさわしいグラ

フィックスである。このタイムラインによって､変虹,lJKとそれによって節約でき

る経費、節約111W(の進成率がすべて兇えあ。このようなグラフィックスは、iiiに

ルーサーの主吸だけでなく、その挫盤となっている１峡にも焦点を合わせること

ができる｡手数料を値上げしてから２ケ月過ぎたが､それによって成果が上がっ

ていないとすれば､数ケノl後に利椛が上がるとぎわれて侭じられるだろうか？

この伽M1にXilすゐ群えは、このグラフィックスを|,J』てもわからないかもしれな

い‐しかし、こういった情報を災めるきっかけとなゐ、愈椎ある問題提起となり

得るだろう。

グラフィックスがニュースを棚り起こすきっかけとなった良い事例が､敵年IMI

のオゾン間胆であ始。この11例では、..Ｗh(勘１１．.(いつ)が決定的な切り１１となった＞

このIIdI｣Ｉを受け捗ったグラフィックスアーテイス１，は､オゾン破峻がどれくらい

擁減されているかを示そうと秒えていた｡彼が用いたのは時間ごとのオゾンレベ

ルを示したグラフで､通勤の自動車による汚染ではなく、産業汚染をアピールす

るためのものだった。ところがその捌在の過程で､彼は斬聞記者が見落としてい

たあるＷ§を発1,“た｡その111'ﾉﾐとは､juI助門動ｌｌｊ:によみオゾン汚染の１１･illIが、

lil}'セラッシュの１，２１１#|IIlIiiIであぁ'1:後,1時までしか行われていなかったのだ‘，
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スモールビルセービング＆ローンの再建計画は予定よりも前進

卸§'１２ 日４月１吋９ Ｂｍ５日８月１０Ｅ

畷灘｜人員蝉｜ルーﾂー ・’土地を売却
への測睡Ｓ,00,0001艦謡，S5qOOO

１月１日日阿つぅロ５月１日

職蝋i《鮪湿懲；｜ATM壱売却
腿め邸し鯛合人1覗僅

は､幽冨祖噌撃
団すると満毎

S７０.ＯＤＣ

３月23日

ﾙー ｻー .両陛

計圃tr予定より

直ぐ理§してい

ると緊溌

11皇J二ｈＤｇ

ゴール

鰯Ｘ

ｇ皇9口‘OＤＣ

１１月１日

遡塑の人員励司

触副

詑回_、ロ

皿ﾉ:Mの瓜定に)又して､州の係''.『は仙務11抑111ﾉﾘの汚染しか,I|･川してい左いことがlﾘｊ

らかになったのである米lkl猟境保,似州附が監視時INIの処1とを命じた結果、この

州では一旦のオゾン警報凹数が新肥録を樹厳した。しかもほとんどの警報は、４

時以降の訓測値に起閃するものであった。一人のグラフィックスジャーナリスト

の勤勉さが､より厳密な自動４〔排奴ガスのチェックときれいな空奴をもたらした

のである

雌局にあるスモールセービング＆ローンは､遅れている再辿叶画の

て､19支店のうちスモールビル市の中心地域の３店を含む７店を

ことを本日発表した

この肥I肌の中心は.‘Whc１℃､.(どこで)であり、その杵えはl剛2,‘lのようなマップ

(１３章参照)で得られる。でも、それだけで終わってはいけない。Ｗｌ航する支店の

場所を,Iくすだけでは全容を．,語る”ことにはならず､“凶ボ・・したにすぎないのだ。

水>11の愈味で"i滞る．.ためには､WljWiすゐ幻,1iだけでなく'iI#雛を続ける支点も示す

必'鹿がああ。さらに戒喫なことは､jlulxlに搬淡を付けゐことで、地域ごとの仙人

所(1)､を示すことである。必典な仙人lﾘ柵のデータは、米Ihl人||統,１１．ﾊjのTIGER地

図サービスからオンラインで人手できる（４章と13章で詳細を説lﾘjする)。閉鎖す

る７支店はすべて個人所得が平均以ドの地域にあり、継続する]2支店は平均所得
以上の地域にあるという可能性が問いのだ

このタイムラインは､主要芯

馴火の文字を大きな太字に
することで強倒している｡本

質から外れる事項は除外さ
れている
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スモールピルセービング＆

ローンの閉鎖は､市中心部
に最大の影響を及ぼす

米国人口統計局の報告によると､閉鎖され

るスモールビルセービング＆ローンの7支

店は､すべて市のもっとも貧しい地域である
２１ブロックの中､または近隣にある
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営業継続する支店
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この地図は､.Where･と．Why貝に対する答えるものだ｡ポイントを巨
壷たせるために.いかに地図の詳細を篭してあるかに注目しよう

Par【１メディア

インフォメーションアナリストが成功する鋤

は、人川の｢勘｣という姫強の武器を見失わないこ

とである。最終的には感性こそが世界で最も効率

的なアナログコンピュータなのだ。スーパーコン

ピュータでさえ捌倣できない傾向や怖勢を'''〔感的

に兇抜くのが感性であゐ。なのにわれわれは､'ＩｌＩｊ

ｆｌＩを分析するときに形式や方法にばかI)頼って、

I‘i然に理解できることを兄逃してしまうことが多

い物『l唯伝えようとするとき、「連邦政府の都Ili

冊発ﾘ１業州助金の削減に伴い、ポダンク共''１筏Ｌｌ

会はボダンク地域の渦述交辿システム料金を25％

仙上げすることを木附11の役に５対４でIIJ決し

た｣などともっともらしく,'}:こうとするが､木､１１

に伝えるべきなのは｢バス料金25％値上げ銅J11IlI

は述邦政府の補助金削減。針蒋投禦は５対.'の倣

推で決定｣ということである

文京を書くときのもっとも古典的な原則は､判：

くという作業門体ではなく、「{IIJを伝えるべきか」

に雌点を絞ることだ。たとえば､あなたが鮒くべ

きJ川,,:を'雌して､家に＃'{けﾉえり、推かにその'１１

件を伝えるとしよう「今、ＩＩ１を見てきたと思

う？」と話しかけた直後に出てくる言葉こそ、記

'ⅡにiII:くべきことなのだ

これとＭじ久排ちを僻つことが､'川'ｉ:の.Hf後に

蝿された典ｲⅡを兇つけだす糸!'になるだろう．ひ

たすらデータをかき集め、炎‘M･算ソフトに入力し

て,IＩ件の比通項を見川そうとするよりも、そのﾘｉ

1,,:について美容師とIItIII1柵をしているところを想

倣してみ‘るのだ「そうだよだから、あれは絶対

出､これから禍笠する方向性が兄えてくるはずだに…」と,＃うところまでくれば、これから綱笠する〃1i'１１'１(が兇えてくるはすた

グラフィックスは直感的と凪われることを定Iit化するためのすばらしいツー

ルであゐ。スモールセービング＆画一ンの記‘｣iで奇えば､地域化民の泣き言とし

か胆われないようなことを、グラフィックスによって７１１実に根誌す主張にでき為
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のだ。この』ﾙ介の'11笑とは、スモールセービング＆ローンがそこの仇1.&を‘ｌＷんで

いるとか､その地域の支店が老朽化したといったことではない｡彼らがどこに他

んでいようが､スモールセービング＆ローンは貧乏人とはビジネスをしたくない

というのが'１砿だ。

グラフィックスは嫌々な広がりを兄せているiiiにスモールセービング＆ロー

ンの側鎖を･ヤート化するにとどまらず､数ｲ|§前にさかのぼり、この地域でIMl鎖

した他の金触機IMIに閲するh'i報をつけ加えることもできる。このようにしてイン

フォメーショングラフィックスは平凡な11‘勝のストーリーの奥にあるもっと砿

い蹴味を排つll1jlilIを人々に伝えるチャンスをつくり川十のだ。

一般社会の抗馴に対応し､スモールセービング＆ローンが率いる金融機関の

コンソーシアムは今日､市の低所得地域の住宅取得者や駆業経営者

特別融費プログラムを提供する計画を発表した

この記ﾘに添え為グラフィックスは、この折しいプログラムの機能を測りjすぁ

ものになるだろう。同2,5のプロセスグラフィックス(15章参照)は､化宅取i1卜併や

事業経憐粁がとるべき下続きを簡単に説明しているこのグラフィックスで１１t笈

なのは､!'糊ﾘ融奮プ『1グラムが低所紳地域の仇'也収iリ勝や』l喋経営昔に対して、

一般のM1(祥よ｝)もＦ続きを容妨にしていゐかi'効､を此休的に'(すことだ｡附峨Ｆ

続きのﾂﾐ体を'1t点的に表現することで､金融脚lUが1,J‘せかけだけのキャンペーン

でお茶を濁すのを妨げる効果がある。典体的に,ｋせる融賛下続きの実体がわから

ないようなら､特別融資プログラムが実在するとは胃えないだろう。

手順をlli純化しそのキーポイントを強調するのが優れたプロセスグラフィッ

クスの条件であるそのためには手順に関す為災難的な知識が必要となり、それ

ゆえ優れたプロセスグラフィックスの作成はⅢしいと言える。プロセスグラ

フィックスの作成には多大な労力が必要になるが､その努力にふさわしい価仙の

あるものだ。ブrTセスグラフィックスの作成を通じて、インフォメーションデザ

イナーは炎IiIi的な｢空脳ざ｣の根底に〃在す為典'ﾉﾐをつぷきに観察することを強

いられる。これは､近年・股化している｢彼の兇解は、彼女の迩兄は」と似IﾘＩ

するだけの肥ﾘｆや波説､あるいはニュースリリースのﾄﾘ膳直しとは異なる、慨め

て優れたジャーナリズムと言えるだろう。

貧窮地域への隣出しを増加させることの長所と短所をまとめた．･why両(なぜ）
に関するグラフィックスも、このストーリーには適切である。
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プロセスグラフィックス

は､､Ｈｏｗ.<どうやって)と

いう疑問に雷えるものだ。
太字による強Ｉ､とアイコン

の利用によって､主題が鴎
示されている

三色

ずぎこそ

三三

■

‘二鰯吐

⑪.1K．

Ｐａ｢ｔ１メディア

より速く､簡単な貸付けの提案

申込み

'筒謝欝：
入手し遁送可能

承認
市中央部からの

すべての貸付け申込みは

ずぺての担保をまとめて

単一の貸付けと

見なして団体承翌する

一 唇査

貸付け要員会の

会議程荷つことなしに

台銀行は２４時間以内に

申込雷渥耐商する

一名の支店職胤芯配置

支払’
貸付金は

三仙蝿け人にで'1ｋなく

Ｑフ，卿撫
脳擢支払われる

市中央部での貸出しを促進する斬新な企画を打ち出しながら､スモ

ビング＆ローンは破産の危機からわずか－年あまりで､方向転換に

を示す記録的な利益を発表した

この処のストーリーは、lX12.6に,】くすスモールセービング＆ローンの利益を

示す･‘Ⅲ〔)ｗ'】'uch..(どれくらい>に関するグラフィックスで完成すあグラフィッ

クスの持つ｢ストーリーを伝える｣機能は､経営政策が変更された時点を強調する

のに役,Iﾉ:つ。このグラフィックスはこの|聯点までに報道されたさまざまな維憐上

の変虹が、堆細の'lij狼にlILした役iIillをlﾘ川:に炎現しているＪここでのス1,-リー

のポイン１，は"Ｗｈ(､I'，，(いつ)なので、撚紬ｌＩ１Ｉ復の‘,Whcn.･を'ｆすタイムラインに

-llowmucI1"の{鯛Ｉを組み合わせると効采的だ

ここまで説明した例が示すように、グラフィックスの役割は単なるデータの表

示よりはるかに深いテキストをデザインするjﾙ合、見川しに使うような大きな

ilI:体で脚il;を(‘｣ける人はまずいないだあう回しかし水街的なメッセージをほえも

しないグラフィ･ソクスでも、1,,L出しのように|ばち、しかも脚汰のようなささい

な‘hIf報を陸えあことになるのだ凹
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一

催れたグラフィックスを｣,,Lせられた,陥什２６

は、それが１１１に｢｛ｌｌＪに側するグラフイックス

か？」、「何を見せるグラフィックスか？」だ

けではなく、「何を理解させるグラフィック

スか？」を格るフットボールを例にと為と、

貧珊なグラフィックスはタッチダウンという

勝利を決定したプレイだけを兇せる。それに

引き株え強烈なグラフィックスでは、その勝

利の水１１の州Alとなったレフトガード(ﾉ)決定

的なブlJツクを|､ＪＷＷさせる｣のだ

グラフィックスは記'１Ｆの．哩題にかかわるjル

合にのみ美しい花になることを忘れないでほ

しい．それ以外の場所で使われたグラフィッ

クスは、雑峨のような邪臓物に過ぎない

↑|'i州があふれ為この仙界では、ｆｌ１ｉ州をjW』

すためのグラフィンクスはｲ狸である。グラ

フィックスは肌存の情報の価値を表現す為た

めにこそ必嬰なのだコミュニケーションツールとＩ

スモールビルセービング＆ローンは

純資産価値の下落傾向を反転させた

圃置ヨ

１sｔ２ｎｄ３rｄ４tｈ

ｌ９９７

ｓ２
ｍｉｌＩ

OＯ

ｌｏｒｌ
ＦＤＩＣによるデイク

オ ー バ ー の 危 掘 以

降の２四半期に価

値は上昇し正 Ｅ一.

■』

＄１
ｍｉｌ

4７

ビジュアル思考を身につけるために

斯聞や川版物を見て、グラフィンクスの無い記事でグラフィックスが

あってもよさそうな記珊を５つ探そう災なるタイプのグラフィック

スを必喫とするようなI把りｉならなおよいそのｋで次の股間について

勝えてみよう。

１．その記駅に似合うのは､どのタイプのグラフィックスだろう？

２.その新聞または雑誌がそのグラフィックスを使わない理由は何だろう？

このチャートは、'･Ｈｏｗmuch,･に関する情報を伝えてい罵

１９９７

1sｔ２ｎｄ３rｄ４t卜 １ｓｔ２ｎｄ

ｌ９９Ｂ

めにこそ必典なのだコミュニケーションツールとしてのグラフィックスは極め

て強力であるそれゆえに、1W報紫|ｲの価仙を兇撤めず､脚注で|･分なほどささ

いなW州lをグラフィックスで炎現することは､浪費でありイく適切だ脚f};を文馴

に配慨すあデザイナーはいないはずだが､読昔はまずグラフィックスを兄てしま

うものなのだから。グラフィックスはもっとも爪要な情報以外の何物も扱っては

ならない＆グラフィックスはストーリーそのものを伝えるためのものでああ。グ

ラフィックスのプLjとしてインフｌメーションデザインにかかわゐ人々が、こり）

卿1'1を守ることが１K姿なのだ｡それでこそグラフィックスの典の効11Lが発抑さ

れ､その意錐が広く理解され、この本に紫色の無地のカバーをかけておく必要も

なくなるだろう厨
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●第2ポイントに移るメインポイントよ{)小さく、鋪２ポイントの｢物lilIi術

数の傾向と雌新の放仙のⅢ係性｣を表現す為

●論拠となるディテールを示すさらにボリュームを下げて、各月の数仙や

.|州1源といった,1補11な'l雌を炎示する

ツ

ク歴史学者に言わせると、・Ni:１Ｋ要なりfを股初に述べるという形式は､いつ'''1級

が切れるかわからない蛎報を使っていた時代に、グウ･ジョーンズが砦え出した

ジャーナリズム特有の形式らしい。とはいえ、この形式はニュースがどれくらい

のスペースになるかわからないときに、今11でもレイプ謬'シ|､エディターがよく仙

う手である。,溌荷の興味をどれくらい引きつけておけるかわからない限Ｉ)、この

形式は将来的にも統くだろうと研究者は巻えていゐ

逆ピラミッド形式と呼ばれるこの手法には明確な偲条がある．それは｢ポイン

I､を伝えたければ早くｉ了え｣というものだ。このことは、ニュース記11FとＩｉ１ｉ1じょ

うにグラフィックスにも､【iてはまあ。

ｋノ

ハ
フ
ォ
ー
ム
）

●メインポイントから始める消費.昔物仙に側するグラフィックスを作成す

るなら､そのメインポイントである畷新の物Ⅱi指敢の変動｣が､強く明瞭に

炎現されていることをINI秘しよう 里屋



5０ Ｐａｒｔｌメディア

川版物の.､デザイン化向が進むにつれて、これまで文厳が担ってきた逆ピラミッ

ドの入り口を示す役割を、グラフィックスをはじめとするビジュアル要索が炎現

するようになってきた。数年前であれば､読者は殿初の段落をひとつ､ふたつ読

むことで､記蛎のメインポイントが興味のあるものか否かを判断したものだ。と

ころが現在では､見出しとグラフィックスだけを見て興味があるかどうかを判断

し、文承を証み始めるというMIillがある。これはあくまでも視線追跡捌従が11;し

いとすれぱの活だが。

これが躯実であれば､文章を書くライターは、もっとも重要なことを峨初に評

くという逆ピラミッド形式にこだわらず､より物研的な手法で書けることを意味

する。その・方で、ライターが逆ピラミッド以外の手法で許<のなら、グラ

フィックデザイナーは砿要腿の低い素材に惑わされることなく、もっとも煎要な

悩鞭だけを効率的に伝えるようなグラフィックスを作成する責任が出てくる。

このグラフィックスにIMIする新たな責任は、報適関連のデザイナーだけの問題

ではない。コピーライター､教師､研究者など、コミュニケーションを仕巾にする

人であれば､統肴が具体的な州報を求めているときに､嬰領を得ない微妙な炎現

が副まれないことはよくわかっているはずだ｡１０歳の子供にもできそうな組立式

のおもちゃを､最後に組み立てたときのことを思い出してみよう。最初に兄たの

は何だったか｡説明書の汀葉だろうか？それとも完成図だろうか？あなたが新

聞社にいようが､玩典会社にいようが、メインポイントは何よりも先に、もっと

もｕⅨつように伝えるのが、コミュニケーションに桃わる人々の鉄則なのだ。

ﾒインボイント
１５年以上勤めた善タイムーを退職してコンサルタントになったナイジェル･ホル

ムズは､「良いグラフィックスには､始めと中IＭ１と終わりがあるべきだ｣と説いて

いる。文章と同様に、グラフィックスもストーリーを語らなくてはならないとい

うのだ。もしそうであれば､図3.1や3.2に示すようなグラフィックスのメインポ

イントは、ニュースの兇ＩＩＬやリードに相当することになる。
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3.7

表のデータが

概準的な統計

形式でグラフ化
されている

スイスチーズ

1ポンド当たりの穴
１ｇＢｇ－ｇ４

賑淵ら忽参幸一 基

嚇鱈&．;･藷１
Ｗ夢Ｃ１１ｅ“。ｕ、<１１

（Ｗ,画鵠ｐで

‘灘１３１s

１口邸
０１列QＺ４
９q３蝉
。“２３

唖８

穴の数

尾4ワ

訂ＲＺＩ－Ｒ

＝ユ４Ｊ
､鱈

E喉

１○一 ８ －

==」
元データ

ー

５－

Chapter3ポイントを瑳鍔させるコツ

記録的な

２３個の穴ＩｸＯ－（ポンド当たり）－‐
メインポイントを

強卿し､そこから

跳者の注意を

そらしかねない

塑複情報を

取り去るという

ジャーナリズム

スタイルで

グラフを作成

グラフ化

された
データ

Ｏ言89-.9Cr'0Ｆ，｡ダ'･扉'Q力

牢鯉

吹き出し、

濃淡による区別、

躍動的な見出しが

メインポイントを

構成する

アイコンでビジュアル

ビビッドネスを加える

詳細な目盛りの

表記や数値といった

余分なものは
削除した

モーびっくり！
スイスは空気が一杯

1５

、
－

－
１
１
１
１

１０

一一脆一

！
扇」

'８９．９０．９１’９２，９３．９４

完成した

ラフィックフ
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3.2

Pａｒｔｌメディア

逆ピラミッド形式の
グラフィック

メイン
ボイント

第２
ポイント

君

スの読まれ方

スイスチーズYご何か力握きて↓’

る

過去に例の無いほどの多;〈の

記録鯛開いている
巳B個の穴
（ポンド当たり）

モーびっくり！
スイスは空気が一杯

これは、ひとつの

傾向かもしれない

数年前に比べて

約2借もの穴が

開いている

'１８'一一ーーーＦ

論拠となる
ディテール 1111 ほかにもたくさん穴

が１６Wいていた年力物

った

そうだ、９華にば

７８穴あった

'9ユ



Chapter3ポイントを理解させるコツ

グラフィックスのメインポイントは簡潔に、そしてその名の通りポイントをつ

いたものでなくてはならない｡真に必腿とされるWi報を伝えるべきものであり、

そのためにビジュアル要素､有効な見出し、ポイントを示す｢吹き出し｣といった

ものを-1.分に使おう。それぞれのビジュアル漢素は､何に関するグラフィックス

かを示すだけでなく、そのグラフィックスの描点を典体的に伝えるべきなのだ。

われわれの心剛柵造は､文章よりもシンボルをすんなりと受け入れ､強く記憶

するようになっているらしい。そのため、ビジュアルコミュニケーションの威力

は絶大である。理想的な環境が整えば、グラフィックスに使われている両葉を読

めなくても、そのグラフィックスが伝えるべきメインポイントを理解できる。こ

のレベルにまでグラフィックスの完成庇を上げるのは難しいが､ほとんどの場合

そのレベルに限りなく近づけられるものだ。たとえば消費響物価のグラフィック

スであれば､仙札を背景にして価格の上外を示す太いバーチャート(椎グラフ)を

描けばよい｡細かい備報まですべて伝えるには言葉が必要かも知れないが、グラ

フィックスの主廿は甘紫を読まなくても容助に理解できるはずだ．

峨近の統粁の傾向として、i:iにするもののほとんどを｢挑んでいる｣というより

「ざっと眺めている｣にすぎない人が多い｡リド実､･･アーバン.アンド･アソシエイ

ツ，.では、４対１の割合で読む人より見るだけの人の方が多いと推測している。

視線追跡潤査の結果でも、あるページを見ている人がグラフィックスのメインポ

イントに閏やす時Ⅲlは数分の一秒であるという１１実を示している。眺めているだ

けの人にとって、その肥４１が面白いかどうかを判断するのには、敗分の・秒で１．

分なのだ。よくできたグラフィックスの紫附らしい所は、こんな鹸低限のかかわ

りだけできちんと怖報を伝えることにある。上昇する消費者物価のビジュアルイ

メージは､硫将にとって必要な怖報のすべてなのかもしれない｡できのよいグラ

フィックスは､瞬時にWIi慨を伝えることができるのだ。

もちろん、グラフィックスに使われている薗業を読めない人々 に､術にメイン

ポイントを理解させることは不可能かもしれない｡たとえば､「新しい法案の長

所と短所を示すプレークアウト｣のような、テキストを基盤とするグラフィック

スについて与えてみよう。法律の制定というものは､汀葉で説明しても難しいも

のであり、ましてやイメージという限られた炎現で説明するのは史に困難だ。し

かし主題がビジュアル向きでないと前うだけで諦めることはない。キーポイント

をビジュアル的に目立たせる方法を考える努力をしてみる価値はある。単に主題

を詳いた大きなアイコンを作るだけでは､梢報を伝える可能性をわざわざ放棄す

るようなものだ。そんなことをするより、スモールビルセービング＆ローンの例

で示したグラフィックス(同3.3参照)のように、テーマごとに小さなアイコンを

作り、煎要な汀葉をいくつか進んで太字で強潤してみよう。

５３
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3膳

より速く､価単な貸付けの提案

申込み

阿阿化鈍1ff画坑1．

竹嘘ＩｇＩＵｊ川

ｈＷ１Ｗ１

ｌ』〃ｒ,Ｗ楓Ｆ

Ａ甲Ｌｕｈﾕ､I鎗

・アイコンに
ポイントを

主題を表す

よりメイン８
整理する

■査

剛⑪吟署伺侭の
矧慨ヤ吟．恥ｕし'、

fi四I71JR4tl腿ｕ脚
巾臥門宙旨画する

名のＨＧＫｐｍＭｈｌ釘

Ｐａ｢ｔｌメディア

ここまでの,兇lﾘlや、図32を兄るとわかる

ように、グラフィックスの見出しは純粋な

意味のビジュアルではないが、メインポイ

ントを低えるのに役立つ､読粁の派怠が主

にlllIi像にlh1くことはりi火だが、火きな文'ｉＲ

や派Ｆなブ･Ｉン卜を使った１Ｍ『に閲して

は､''11蝋をiMLるためにひとつふたつ舵んで

いるようだそのため見川しの文字はイ

メージとIIJ槻に砿板的に堺実を伝えるべ

きであり、iiiなる内秤椛ボになってしまっ

てはいけない。lil班荷物Ⅲi，６１１は上外」

という兇出しには、メインポイントを伝え

る強さがある。「求同消費者物価指標1994‐

96｣という兇川しは内容を'1ﾐしただけであ

り、維済学の紋朴,1ﾄにでも使ったほうがよ

さそうだＵプロのジャーナリストというも図2,5で使用したこのグラフィックスが､メインボイントを伝えるアイコン さそうだｕプロのジャーナリストというも
と､太字での強覗を行っていることに注目しよう

のは、このような兇出しを使うことを恥ず

べきことと秒える同様にインフイ･メー

ションデザイナーも、グラフイックスに付ける兇川しがiiiに内容をﾉJ：すだけのも

のにならないよう注愈すべきである

グラフィックスのメインポイントを伝えるもう・つのテキスト要素といえば、

吹きⅢしである。吹き州しはili喫な情報の位慨をﾉJﾐすとともに､その甥点を記す

ことができる。特殊な７，イテムがそこにあることをﾝJくすより、耐'すべき１１'i報を

提供するためにこそ､吹きIllしを使うべきなのだ慨れた吹き出しは、兇川しを

より強湖するものでああ兇出しのメッセージにi･『及しつつ､それを強化すあ典

体的なディテールを伝えるべきなのだｅグラフィックスの見出しが｢進学テスト
でトップ校に｣というものであれば､吹きⅢしには｢他校より15％以上商い､平均

点12()()｣と付け加え為というわけだ。

グラフィックスのメインポイントがIⅢ快に炎現されていれば､拙杵はちぺ』んと

ＪM解してくれ為ことを脇,伽しよう。読昔がその先に統み進むかどうかは、テーマ

自体の面白さとともに、インフォメーションデザイナーがその主題をうまく表現
できあかどうかにかかっている。グラフィックスのメインポイントが貧弱だった

Ｉ)11i他のないものに思われるjﾙ合は､ニュースの層Ｉそ胆〔１体を疑う必喫がありそう
だ。たとえば､ill畑･制勿illIi術数をボすグラフに、「政Ｍ１が蚊新の物価｛よ例外とみな

している」という脚注を1,1°ければならないとしたら、いったい本文の1§胆は111な
のだろう。誤解を避けることに注意を払っていないと、以前.､ナショナル･エンク



Chapter3ポイントを理解させるコツ

ワイアラー制の見出しが招いた挟解を、111現するようなグラフィックスをつくり

かねない。その見出しは､高名な汗梨家ローレンス･ウェルクの｢隠された悩熱的

なＩＭＩ係｣を暴くことを約束していた。その見出しにつられて三面の内容を読んで

鍬ると、このシャンパンの似合う音楽家の数十年来の結鋪生活を、極めて小さな

文字で伝えるものだった｡実際の拠りIにたどり粁<前に､心臓を悪くしたご剛人

が何人いたかと想像せざるを得ない。

余分な愉報をそぎ落とし、わずか-.点のメインポイントを捉えるところまで単

純化するというのは価値ある挑戦だ｡それができれば愉報をグラフィックスに収

まるところまで撒砧めたも同然である。これをさらに煮詰めて、もっとも本質的

な汀蕊にすることこそ､判押すべきコツなのだ。

１ページ分の文章を、できる限りその意味を保ちながら半分の品に減らすとい

う単純化の練習方法がある。個人的な広告を与えられたスペースに収めるような

つもりで単淵を削除していこう。半分になったら、さらにその半分､つまl)原文

の４分の１まで単純化する。続いてそれを８分の１，さらに'6分の１といった叫

合に、爪純化を進めていくのだ。もっとも砿饗な４つの蝋冊に絞れるまで、この

練習を続けよう。たとえばこの段落なら、「練習と単純化｣という２つのIMfにま

で凝縮できる。晒後に残った単語は､流し読みしかしない人にも謎めるメインポ

イントとして、太字で目立たせることができる。この最後の二語に絞り込む直前

まで残った汀葉は、メインポイントに次ぐ鋪２ポイントとして、少し擁めの諜体
にして醜そう。それ以外の討葉は、すべてディテールに過ぎない。

第2ポイント
私の知る範囲でもっとも優れたインフォメーションデザイナーの火は､彼が

関わるグラフィックスすべてに行うべき３つの並要蛎項を、自分のコンピュータ

画面の隅に炎示させている。それは：

Ｏ『ganize

OrganIze

OrganIze

というものだ｡Organizeとは､組織化､慾恥､体系化といった意味である。

グラフィックスで見せるストーリーの中川郁分となる第２ポイントは、メイン

ポイントやディテールと分離させることが組織化の砿要な課題となる。すぐれた

グラフィックスの姉２ポイントは､硫者の視線をメインポイントと稚い合うこと

もなければ､推にも気付かれずにiWえ去ることもない。多くの我がダメなグラ

フィックスになってしまう理由はここにある。表はディテールであって、総括で

5５



第2ポイントは

グレー表示で、
吹き出しなし

518

このグラフィックスはメインポイントに注目させるために照い
グラフ臆と吹遥出し老用いている｡吹き出しの付いていないグ
レーの樫は銅２ポイント歴示す

3.4 はない今11，われわれがおかれている１１liWl化

時代では､誰でも数仙やデータにアクセスでき

る。売り物になるのは、これらの数値に対する

(iMi判断なのだそしてそれを価値あるものに

するためには、オーガナイズ(組織化)が不11｢欠

でああ

グラフ化したデータの助合､側3.‘Ｉでﾉすよう

に、メインポイントをぷすグラフ棒は黒のべた

蛾りでIﾘj砿に識別し、蛸２ポイントは明るめの

グレーを川い為マップのjﾙ合には、似１３.5のよ

うにメインポイントとなる1§災な地域に吹き出

しを付け、その地域と側辿の強い地域を第２ポ

イントとして示していろ。Ｍ３・6のように文字

データをグラフィックス化した珊合は、メイン

ポイントをアイコン、兄出し、太字などで炎示

し、鋪２ポイントは通常の;11:体で表す。こう

いったデータの重喪性を縦別するためのテク

ニックについては、１１噸から16噸でグラフィッ

クスのタイプ別に典休的なテイツプスを交えな

がら解脱する。

マーク・フイーニーによると、「すぐれたグラ

フィックスほど､読者がそのグラフイックスの

解釈に費やした時側の兄返りとして得られるも

のが多い。まるでパズルを解くようにJWWにf

lllIどぁグラフィックスはよくないが､かといっ

てすべての怖雛が一兄してわかってしまうのは

極めて貧しいグラフィックスと言える｣どデザ

イン･ﾏガジﾝ・・に神いている

グラフィックスに隠きれた州報を引き出すた

めの鋤となるのが､鋪２ポイントである。

第２ポイントでは伝えたい』l#実の根底に仙た

わる傾向を示すのが・般的だ。一例として、Ｗｉ

ｌ蹄物価が1()〃に0.3(!().11ｹ|､したというメインポ

イントについてどえてみようこの珊合､それ

以前はWj費者物価がはるかに低い率で上昇して

スモールビルセービング＆ローンは

惑祁副団の下落傾向を反罵させた

函
唖

このグラフィックスでは､メインポイントに注目させるため
に黒のべた塗りと白を用いている｡第２ポイントはグレーの
麗景に溶け込ませている

810コ
rnIN鋤

盤1fｇ詞

メインボイントは

凧のグラフ棒、
吹き出しでさらに強閑

ｐｅ｢ｔｌメディア

：
さ
愚

樹
化
い

3.5

迦第2ｲﾝﾄは
－－灰色の背景に溶け込んでいる

ンﾄは明硫に

Ｉれ､恩と白で強1ｍ

'ぬ｡‐マーーーーー~.一

メイン別

ラベル｛
されてＩ

蘭
嗣



Chapter3ポイントを理解させるコツ

いたという馴実が鋪２ポイントとなる。岡3.1と図

32のスイスチーズの例では、「近年の穴の増加｣が

第２ポイントだ。図3.4では｢銀行の過去の収益

性｣、図3.5では｢閉鎖しない支店の位悩｣、同3.6で

は｢個々の改稗Iil･画の紳細｣が鋪２ポイントと菌

える。

鮒２ポイントがテキストで炎妃されないこと

はよくある。テキストで表記される場合､第２ポ

イントは見出しの下に小さく妃されるリードと

して扱われる（グラフィックスを柵成するパーツ

については１０章で詳しく解晩する)。たとえば兄

出しが｢進学テストでトップ校に｣で､吹き出しで

｢他校より15%以上高い､平均点1200｣と強調した

とする。この場合の第２ポイントでは、メインポ

イントとIMI巡しながらも方Iilj性の異なる｢市部の

学校では唯一害メイア校だけが､郊外の学校が占め

るトップ１０に入った」という愉報を伝えるわけ

だ。鋪２ポイントを表現するグラフィックスとし

ては､特に強制しない閲み文字が適切だろう。

3.6‐

論拠となるディテール
奇妙なことにグラフィックスの｢終刺とも前

える｢ディテール｣こそ、グラフ化したデータの実

壁署健紐電にもｽﾓー ﾙビﾙ
ｾｰゆ死ﾛ→､侭ﾖ蛎埋
蛇圃回痘匿国旬璽喝ス喧一ルピルセーピン

ク&ローン営壱璽立呂唾Ｔｑ哩春F健入“とａ

型ｒ号睦酷匿､堂巳I卑哩め患伺う

■ 聴一

■ローン支払いの掴予閉間の短縮

函まで睡蔀唖些鍔里呈料
程屋す

■クレジットカードによる呪入と

貸付けの乎散料⑩上げ

硯入閣垣白は21日邸1.貸付け⑳短

Ｊｑｔ２逼包fPら1虐写句聴哩竪EUす

期眼前の引き出しへ
逓的金の値上げ一

.騨鴬iｉ.騨鴬iｉ
q空些毎哩幸転唾囲耳4J1mCドﾊＩ

関１:園……蕊…鰯

第2ポイントは
軽い書体で

５７

ﾛ'

際の数値が収まるべきところである。グラフにおいて、メインポイントを表現す

るために強調する要素はひとつしかない｡その他の要淵で鋪２ポイントが櫛成さ

れる。メインポイントと第２ポイントはすでにビジュアルで示しているので､磯

る嬰粥は怖報の関係性の根拠を示す数仙のような細かい涜料しかないのだ。

逆ピラミッドにおける第３階1Wの要素として、敗仙は小さな文字で書き加えら

れることも多いが､読者の推測に委ねられることのほうが更に多い｡図3.1,3.2,

3.4に拠体的な数値がまったく入っていないというﾘ実に桃回しよう。ある主迦

のディテールを求めてグラフィックスの隅々までｕを配る脱背は、“インフォ

メーション･シーカー..(Wi報追求1Wi悦粁)と定瀧づけられる｡悩慨を眺めるだけの

説粁と速って､悩報探索肴は怖棚を側るために努力を怖しまない。グラフのⅡ膿

太字の単鋼とラベルにより､､樋の

注目をﾒｲﾝボｲﾝﾄに引きつけ
る｡鰯２ポイントは通常の盲体で段
現する
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pa｢ｔｌメディア

りを‘帆み取る下lHjを‘INiしまなければ､その数値を推しIitることも可能であるメ

インポイントや第２ポイントがディテールに邪腿されて､情報の理解効率を下げ

ることは避けねばならないメインボイントや第２ポイントが読暫の好奇心を掻

きｆてたなら、読荷は''1分からディテールを探し始めるだろう。グラフィックス

が文Wtを挑ませるための‘'噂人ポイン|､.'にな為のとIiil嫌に、グラフィックスのメ

インポイントと鋪２ポイントは､ディテールへの．‘猟人ポイント，'となるのだ

視線追跡調査では､平均的な読者が瞬く間にメインポイントをチニックし､第

２ポイントを理解するまでにl～2秒しか費やさないことが報告されているしか

し、統勝は興味を持ちさえすれば､例32の一ii:下に位侭するような細部のh'柳ま

で入念に,iMべ患こともあり得為のだ。このグラフがチーズの穴ではなく、過典2(）

年lllのiI'峨綱勿価にlMlすゐものであると仮定しよう。この川越に蚊い側心を1＃つ

読将であれば､自分の年収の変化をこれらの数仙と比戦するかもしれないそん

な人は少ないとは思うが､あえてそれを行うような人であれば､その主特を速や

かに理解でき、さらに,‘淵11な{WWIまで提供するグラフィックスを商く詐価すあに

述いないそんなグラフィックスを作成する際には､デイテールがメインポイン

トの川棚を妨げないようにデザインする必典がある。

例3,7の銀行の利益を示すグラフィックスは、鋪３階１脚のディテールがいかに

1K典かを,】§すよい狐例だ利怖の上昇(メインポイン1､）と、それ以前の状況(第

２ポイント）を理解す為とl‘1時に、利益が以1Wの水iIIiにまだ遠く及ばないことが

突感される細部までチェックした見返りとして神られるＷｉ報としては､すばら

しい'Ⅱ例である

スモールビﾙｾｰビﾝク&ﾛｰﾝは
隠脚配置術の下踊剛向遍反侭させた

以前
曲一一一一一一一一一

ディテールはメインポイントや鮒２ポイン

トに比べてI111熟挑が低い“地元のスポーツ選

狼が樹'ZしたWi肥録をグラフィックスにして

みようこの｣吻合、彼の樹雌した折肥録がメイ

ンポイント、それ以前の記録が第２ポイント

となる。論拠となるディテールとしては、彼以

外の選手辻が斬肥鍬にどこまで辿っているか

を'｣ﾐすリストがふさわしい｡そこで､側3.8のよ

うにメインポイントは太字のI又帳表示、縮２

ポイントはl‘ilじ大きさの黒い文嫁j':､ディテー

ルはグレーに溶け込む小さな文字を川いると

よい。３つのポイン|､をIiilじ刀法で炎,他して

はいけないことは、もうおわかりだと思う

グラフィックスの雌優先の使命は、－．Ⅲで

分ることだ。側3.8のような表がグランスポッ

哩蝿

510？
llbInfグ

＝ーーーーーーー＝ーー

箪細’
…‘,ｄ３趣判,鈴駕，１９９７

！
以後

注
興味のある読者なら
比較することもある

図２２轡昭介し圧グラフィックスは.メインポイントと第２ポイン
ト以上の猶の曜翌現している｡読智は輔三階層の要素である各デー
タの群腫を具体的に調べることがでぎるのだ



三振記録重新さる

Chapter3ポイントを理駕させるコツ

ａ８クス<clan(､cは・兇という賦味)とllfば

れる理'１１はそこにああ。Ｈを凝らして兄

つめないと叩解できないようなグラ

フィックスにしてはならない。マーク・

フイーニーの忠杵に従うなら、興味を

持った続行がより多くの悩報を求めて

グラフィックスを深く掘り下げること

ができるように、側逆する怖報も允分に

提供しよう
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この災のよう芯小さな"導入ポ

イント風であっても､逆ピラミッ

ド形式のオーガナイズが必要で
ある

対象読者に合わせた

チューニング

グラフィックスのメインポイントが統櫛に伝わるか否かは、ビジュアル化や

オーガナイズの度合いといった、デザイン戦略の立て方に大きな影響を受ける。

‐i二題が何であろうと、個人的に利客関係のある,W蹄と、利海関係のない統荷に

分けられる。1M１人的に形柳を唾けそうなi池か､あぁいはその｝地に対してI‘1分

が(Iﾘかできそうだと．勝えれば､統粁はそのＩid1iに徹底的に取り瓢むつまり、I;'』

訂の詳細まで細心の注意を払い、じっくりと縦むのだこういった情報追求ﾙﾘの

読者を"インフォメーション･シーカー'.と呼ぶこれに対して、自分にとって影

響が薄いとか､その1111題に対して自分が影癖力を排たないと思えば､読肴は｢11リ

かIiil'Iいものはないかな｣という発見的な態喚でその肥､ＩＦを兇るこのjMI合､,眺

粁は些細なＷ&よりも１１をリlくスローガンや少々 いいかげんな類惟に興味をﾘｌ

かれる恢向がある。このように直接の利割則係が薄く、面白そうな情報を拾い拙

みする読粁は"インフ･イメーション･プラウザ僻'と定瀧づけられる．「シーカー対ブ

ラウザ｣という分斌でザえれば､政治家のキヘ'ンペーン下法やil悩者向けの広併

のつくりﾉﾉもわかりやすい

読荷がグラフィックスをどれくらい記世しているかという調企を行った諾jlL、

グラフィックスにおいても「シーカー対プラウザーという分類ができることが確

認されたこの研究(祥細は付録Ｂを参照)の結果、グラフィックスの誼題に利沸

関係があれば､尚度に組織化されたグラフイックスやシンプルなグラフから多く

の111蝋を(1卜ることがIﾘjらかになった。こういったグラフィックスでは､統,il･学汁

エドワード･タブ１，が，チャート・ジャンク，，(チャー1,のゴミ）と呼ぶような、イ《川

意に混乱を招く喫紫は不要だ。これに対して、.i邑胆に利害関係を持たない場合に



〆

ｐＢｒｒ１メディア

は､派Ｆで人||をリl<グラフイツクスを好む｡たとえそのグラフイックスが'11州Ｉ

を伝えないものであってもmiIIiに闘えば、インフォメーション・シーカーはス

テーキの中身(凶3.9参照)に惹かれ、インフォメーション･ブラウザはステーキか

ら漂う件Ｉ)や汗(同３．１０参照)に遮かれるのだこのTlI災を知っているインフオ

パーシヨンデザイナーは､ハヨ例的な優位に!kてるだあう

■クレジットカードによる腸入と
貸付けの芋致料偽卜げ

８､プ０

このグラフィ

4種類のデザイン戦略
グラフィックスは、.､ビビッドネス”(Vividncss:派手さ)、‘･オーガニゼーショ

ン．'(()r隙mization:組織化)、．'データメタファ”(DalaMeLaI〕l】or:岡表化)、“シン

プリシティ”(Simplicityo〔Dalt81Mc121pho【．:図表のili･純化)という｜靴類のデザイ

ン職略を川いて作成する図3.11はこの４碗緬のデザイン鞭略について解脱した

ものだ堆本的に、グラフィックスは統荷の注意を引きつけ(ビビッドネス)、ｈ１ｉ

鞭の正典度に応じて階層化し(オーガニゼーション)、数)it的な11i轍を余分な斐飾
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ジュアル嬰紫は邪鳳になり、

情報のオーガニゼーシヨン
が随張れる

セービング＆ローンが新しいＣＥＯを採用

p 臣罰…
m鋸にも漉者にもｽﾓー ﾙビル
ｾー ビﾝグ&ﾛー ﾝの危侵は伝わる
服属nｍに温っているスモールピル恕一塵ノ
グ塩ローンは.時I輝蛎】の浅闘下に入ることα
mけるためにＷ尻引さ鰐め通行う

値E吾署

■ローン支払いの猶予期間の短縮

開nM羽q抗たすに､５日職か昌謄劫１
魁評す

眼行の役員の入れ替えは､読禰にとって身近に思えない話題である.

そのため具体的豚情報竃示すことより,ピｯドなグラフィックスで
注蹴准引くようにする

熱
巨ｺｮｰ罪郵詮の含良

ゴＺ＝

個人的な影豊里が
少ない議題ほど
より多くの装飾を用いる

副０

ツクスでは､ビ

眼入の署虐電21冨以’２‘風付け国唱
倉修創日から１８鵠の閣旦言壷す

]陸

ハ

刊

，
■

賭題には､飾りは
ほとんどいらない

遡行の改諏には説召|調

関係を瀞っている｡そのため


