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6２ Ｐａｒｔｌメディア

を符いて(シンプリシテイ）、グラフ化(データメタファ)するために使われるもの

である。そして、オーガニゼーシヨンとシンプリシティの度合いを高めると、イ

ンフォメーション･シーカー(梢報追求型読粁)に対する訴求力が強まる。ピビッ

ドネスとデータメタフアを兎視すると、インフォメーション･プラウザ(拾い読み

型統考)にアピールするグラフィックスになる。

米国下院拙側が食べあパンの狐離を示すグラフィックスは、ビピッドネスばか

り目立って、オーガニゼーシヨンが不充分な"ＵＳＡトゥデイー的手法だ｡下院議員

が計画する税金の値上げに関するグラフィックスは、ビビッドネスが不充分で

オーガニゼーシヨンが過刺な"ニューヨークタイムズ電手法である。どちらの戦略

も効果的だが､その効果が発抑できるのはそれぞれの戦略が対象競将の特戯に合

致している場合に限られる。

４組のグラフィックスを図3.12から図3.15に禍戦した｡組ごとに異なる主題を

扱っている。一組は４点のグラフィックスで柵成きれ､その４点はすべて同じ州

報を扱う111じサイズのグラフィックスになっている｡唯一の相述点は､それぞれ

ビピッドネス、オーガニゼーション、データメタファ、シンプリシテイのいずれ

かを強鋼していることだ。どのグラフィックスも完壁とは筒えない。なぜなら、

特徴を際だたせるためにそれぞれの｢極端な例｣になっており、ほかのデザイン蒋

性をわざと低くしてあるからだ.爽際に利〃lきれるグラフィックスは､図3.1,

3.2,3.11に掲叔したグラフィックスのように、４つの蒋性のバランスを考えたも

のになるだろう。

読者がその主題にどんな反応を示すかよくわからないときでも、そのグラ

フィックスが４つのデザインテクニックのどれに重点を職いているかを分析す

るのは、インフォメーションデザイナーにとって亜要である。程度の差こそあ

れ、グラフィックスにはビビッドネス、オーガニゼーション、データメタフア、シ

ンプリシティのすべての蒋性が含まれているのが一般的である。これらの符性の

バランスを維持することが､主題との利害関係に1Mわらず､多くの読瀞の興味を

引きつけるのに役立つはずだ。また、このバランスに変化を付けることで､特定
の読希に蝶点を合わせたグラフィックスをつくり出すことも可能である。

グラフィックスをつくるときには、４つの特性ごとにｏ～４までの柵点を付け

てみよう。ある特性だけが他の特性よりも得点が低かったり、対象説粁が求める

特性のバランスに合っていないと思われるなら、修正が必婆だろう。すべての特

性の得点が低いようだと、かなり大幅な修正が必要である可能性が商い。
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Chapter3ポイントを理解させるコツ

キーの使剛を避けろ
3.プ６

この本の読者は

％

一口旬霊郭罰

重要なデータを"キー'.(記号対応表)で説

明することは、グラフィックスからのh州ｌ

を紫IiLく,塊み取るⅡ｢能'|ﾉliを抽てるようなも

のだ。ここで．.キー''と呼んでいるのは､jl1llxl

の凡例のような、記け･や色分けの懲味を脱

明する囲み枠のことたとえば､図3.16では

蝶と内の,噸味をキーで脱IﾘIしていあビジ

ネスプレゼンテーシＩンや維済の紋ｨ:1.111:な

らキーは効果的だ。しかし一般読脅に1,凸せ

るなら、キーは情報解読の妨げとなる

琴えてみればわかる派手なバーチャー

ト(桃グラフ)やパイチヘ'－１､(111グラフ)な

どのビジュアルで,洲H･の注Ⅱを姫めなが

ら、グラフの意味はキーを見るまでわから

ないのだ視線調脊は読粁がグラフィック

スの意味を皿解しようとliM線をあちこちさ

まよわせ為椛ｆをとらえていあ

グラフィックスの怠味を示すラベルは、

別枠で表示するよりも、データの上に11,[接

置く〃がはるかによい。舵荷の視線がキー

とIxlの|川を征復せずにすむし、グラフィッ

クスがIu雑になるのも避けられるからだ

バーチャートの棒やパイチャートの分削

が多すぎて、キーで説Ⅲ｣せざるを得ないな
ら、１２戒で岬説す鳥ノがルャパー､ソキ4卜【十・Ｆ.；

毒
、

キー：起きている国寝ている

この本の読者は

起きている

６１．１％

蜜
キーの利用は叩に見づらいだけではない‘数値よりもデータが何を蜜
すかを示すラベルの万が皿凹だということを覚えておこう

ら、１２職で解祝す為〃法でパーツを分けてみよう。たとえばパイチャートなら、

割合が少ないものを｢その他｣としてまとめ､「その他｣のＩﾉ11,Nを示す表を付けゐ

こうすれば､細かい1僻仙をメインポインI､から分離し、ディテールとしてＩＷｔで

きる。統什が階脳柵造をJ''1解しやすければ､そのグラフィ･ソクスのインパクトと
理解度はﾉ剛iW的に向上するだろう‐

たとえば､棚水器を似l解するときに､温水を赤､冷水をI1fにするといった、111〔感

的に肌解できるキーであれば問題はないしかし、見ただけではわからないキー

なら、補足的な傭報を探す統背に鋪２ポイントやディテールを伝えるためだけに

使うべきだ｡そうすれば､キーを利川することで階肘拙進がわかりやすくなるか

もしれない｡何度も言うようだが、もっとも壷笑な怖報を、IlIf感的にわからない
キーで炎現することだけは避けるのが雌沸である

6７



6８ PaI-tlメディア

ラベルを付ける意味
データをグラフ化するときは､何を読み取るべきかを伝える明快な文章を添え

るのが好ましい。ポイントとなるデータに「６月の物価上昇は0.5%｣と瀞いた吹き

出しを付けるといった矧いのことだ。

ほとんどのグラフィックスでは、リードと吹き出しがこの役削を果たす。リー

ドと吹き出しは、ビジュアルと一体化したキャプションだと考えられる。この需

轄のレイアウトは例外だが､グラフィックスには従来のような図版の枠外に付け

るキヤプシヨンを決して使ってはならない。リードや吹き出しがなければ蝿解で

きないようなグラフィックスは、キャプションを脱まないとわからない写典と何

棟､意味がない。このような欠点はビジュアル作品にとって致命的である。意味

のないビジュアルは、人ロを引くだけで情報を伝えることはできない。

何かを見せたあとで､それが何であるか説明するという方法は、当然のことな

がら図版や致字を理解できない人々 のためにやることではない。雌近､２０％の尚

校中退将を含む商齢粁に対してラベルを付けていないグラフを見せ､それが示す

数値やデータの傾向を鋭み取ってもらうという実験を行った｡驚くべきことに、

平均年齢80歳以上であるにもかかわらず､ほぼ90％の人がすべての股間に正解し

たのである。

ｊＲ嬰なポイントをグラフと強捌文fj':のIIIlj方で災承するのは､火川而よりも理論

上の愈味が大きい。研究巷によると、脳の右側と左側は異なった働きをする。一

方は言謡を解読し、もう--．方はイメージを解釈するらしい｡言語側の脳はデジタ

ル時計を見るときに働く。｢7:37｣という数字が何を意味するかを解説するのだ。

ビジュアル側はアナログ時i汁を見るときに働く。短針が７と８の11111Mにあり、災

針が半分以上回っているのをビジュアル側の脳が確似するのである。

デジタルがもたらすのは梢度である。アナログはその精度に愈味を与える。デ

ジタルとアナログのilhj方の情報を同時に受け取ると、研究者アレン･ペイヴイオ

が．DualCoding同(二７１tコード化)と呼ぶ作業が行われる。彼の研究によれば､二

戒コード化された怖慨は、ビジュアルだけの愉報や文字だけの愉胤Iよりもはるか

に肥憶されやすいそうだ．

また、研究者プラプ･デイビッドのごく晶近の研究によると、この現象は

ニュース&“に関してもほぼ同様に起こるらしい｡つまり、現実世界との類似性

（ビビッドネスのあるメタファ）と、恥刀直入な典爽に蕪づくリード(オーガナイ

ズされたシンプリシティ）を細み合わせると、力独い肥111ができるのだ。ビビッ

ドネスは沸卜Iを引き、メタファは碓災にインパクトを'j,え、オーガナイズによっ



Chapter3ポイントを理解させるコツ

てⅢ要庇を永し、シンプリシテイで混乱を何避する。

頭脳がどのようにイメージを取り扱うかについては、６章で排しく解説する。

ビジュアルの逆ピラミッド形式も、これと何様の特性を利用しているc全体的

なビビッドネスは読者の注意をグラフィックスに引きつける。データメタファに

よってつくり出きれたグラフなどのビジュアルは､強いインパクトで怖報を伝え

る。吹き出しなどのツールは、グラフィックスによる冊報のオーガニゼーション

に役立つ。さらに、無関係な要素を排除するシンプリシテイによって、ディテー

ルが重要な怖鞭を暖昧にするのを回避できる。

6９



●
■
ウ
律
生
田

〆=、

Ｘ
ヨ
ア
ィ
ー
〃
．
）

Ｃ力ａβ'

グラフィックスのための

情報収集術

〆．、

－

ア

ク

専
門
知
識
望卜

ツ

これまでの章でグラフィックスを効果的に利用する方法を稗得した今､次のス

テップとして愉報を探し川す方法を学ぼう。いくらデザインの優れたグラフィッ

クスでも、含まれていあ↑lIi縦そのものが彼に立たなければ蝋味がない。L'雌を｣,,ｌ
つけだすことこそ、インフォメーションデザイナーが解決すべき雌も'1【腿な諜迦
なのだ

グラフィックスに必喫な紫材の大半は､取材の過秘で剛産物として''1然に集
まってくる。誰かがライターに怖報を提供するか、ライター門身が|洲lを探し出
すのである。ライターのノーＩ､を数ページ押惟すれば、とりあえずグラフィック
スをつくれるくらいの済料は染まるだろう

しかし現実には､それだけで１１:足りゐわけではないニュースの情報源だけで
は、グラフｆツクスが必典な情報すべてを網羅することは不可能に近い。たとえ
ば､「化も所有稀の１０％がWiしいりサイクル叫制に従っている｣ことが11州i源から
得られても、「残りの909℃の化宅所ｲ端がどうしているのか｣はわからないなぜ
ニュースにならないような．h州iまで必喫なのだろうか？文竜を沸くためにライ

ターが必典なのは、］()､()という数仙だけである。ところがグラブィックスでは、

]０％という数値はメインポイントにしかならない｡第２ポイントやディテールを
つくるための素材がなくなってしまうのだライターには、グラフィックスのた

めに１４１分たちの助けが必腿とされているという、秘披すらないかもしれない。グ
ラフィックスをＭ'1,V１１'〃片のための'附伽なご機嫌取りくらいにしか聯えてない

111旅たちには、単純化されたグラフィックスが､文章よりも深いディテールにま
で触れながら主題を表現することが理解されていないのだ
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このパラドックスについては、グラフィックスのもっとも定期的な利用荷であ

る新側業界がはるか背に気づいていた。全米の新聞のグラフィックデザイナー

が､自分たちの仕那がグラフィックスリポーターと呼べるものであることに気づ

いてから､すでに１０年近く経過している。実際にグラフィックスリポーターとい

う名称で人口を採川した新llH社もあるくらいだ｡1988年に新聞デザイン協会が凋

査を行った結果､１１のグラフィックス部|側lのうち４部門が｢グラフィックス作成

に必喫なリサーチの50%以上をグラフィックス部門独白に行なった｣ことが撒告

されている。各社からの同答では、“シカゴトリビューン‘･の95％から、.､シアトル

タイムズーの１０％までの帆があった。

パーセンテージにバラツキはあるものの､文章のために行うリサーチがそのま

まグラフィックスに沈用できない場合が多いことは明白である。大勢の仙在帆１１１

家を抱えるニュース室できえこのような状況なのだ｡インフォメーションデザイ

ナーは、どうやってグラフィックスに必要な怖報を得ればよいのだろうか。

ライターへのインタビュー
そのライターにビジュアルの才能があるかどうかにかかわらず､文章の作肴で

あるライターは、インフォメーションデザイナーが接触を持つべき最尚の州報源
である。ただし、ライターにインタビューするのは､文瀬をilf〈ためのリサーチ

を始める前段階でなくてはならない｡材料が揃ってからⅢいても遅すぎるのだ。

前段階でプロジェクトの方向性とポイントをライターから聞き出し､文章表現と
ビジュアル表現の職略をライターと共に練ろう。ライターが悩報提供者に賀間す

るときに、グラフィックスに必饗な1洲lも聞いてくれるようにしておけば、イン
フォメーションデザイナーだけでなくライターも悩報提供将もスムーズに仕耶
が進められる。なぜなら、グラフィックスのための愉報が足りなければ､州報提
供稀に１１F度取材することになってしまうのだから。

ライターへのティップス
ライターが記事の鵬1Mや方向性について確信が持てないようなら、グラフィッ

クス的な手法で考えることをお勧めする。そのためには、これまでより怖報に執
蒲するようにするだけでよい.誰の靭戚にでも、一人くらいは｢絶対に物を拾て
ない人｣がいるものだ｡「五年生の時に満点をもらった地理の試験は、多分ジェ
ニー叔母さんの宝の山を探せば見つかる｣と筒われるような人である。このジェ
ニー叔母さんのようになれば、ライターとしての情報収築もうまくいくはずだ。
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●印刷物はとにかく手に取る手の届く範洲にあるすべての印刷物を染めて

ファイルしておこう。

●完壁な数値データのコピーを入手する１W報源に何かの資料から引用した

数値があるなら、その元の賛料一式のコピーを入手する。

●名前と電話番号を聞こうレポートをまとめた人々の氏稲と晒循番号をす

べて聞いておく。そうすればいつでもすぐに述絡できる。

●特定の月または年の佃報を得たときには､それ以前の１２ケ月ないし１２年

分の資料をもらうインタビュー中にその櫛料を用意するのが雌しけれ

ば､あとから参琴資料としてファックスしてもらえばよい。

●情報を満砿した小冊子､パンフレット､地図などを入手する特定の記小の

取材をしているときだけでなく、こういったものがあればいつでももらっ

ておくようにする。こういった資料は、いざというときに地側や激依を見る

ために手元に吐くようにする。たとえば､飛行機に乗ったときに恥１１Wの後ろ

から抜き取ってきた緊急対簸川のパンフレットを参考にして、いかに多く

の航空機馴故のグラフィックスができたかを知れば誰もが驚くはずだ。

また、ニューハンプシャーの~コンコード･モニター"に勤めるシャーロット・フ

レッチャー･ティポーが教えてくれた次のティップスも参巷になる。

●地図を持って行け土地区IlMの公聴会､Ｍ１発会社の事務所､犯罪現暢などに

行くときは､地図を持参する。そうすれば､珊所､破壊された地域､近くの目

印などをその場で確泌できる。

●建築家の概念図やフロアブランを借りよう

●確実な数値を入手しようできるだけ速やかに確実な数値を入手する｡す

ぐに入手できなければ､製卿jどこに電話すればわかるか調べるようにする。

●次の質問をする機能や仕糾みはどうなっているのか？次に何が起きるだ

ろうか？使える写真､図解、スケッチはあるか？階層は存在するか？特定

の行程が存在するか？

このリストはほんの始まりに過ぎない。もっとも押愈とする分野に合わせたリ

ストを自分自身でつくるのだ．・仕,Ⅲ終わったら、もっとも利用価仙の商かつた

消報を残しておき、それをリストに追加して、定期的に仲間に配るとよい｡私の

７３
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経験から白うと、仲川と昼食を食べているときにこの本で解説したような蹄をし

ながら自分のリストを手渡したことが､プロとして行ったもっともすばらしい仕

事だと思っている。あなたの周りのライターも、プロらしい仕事をしたいはず

だ。リストを渡したり、話をすることで､それまで協力的でなかったライターも、

聴くほど珊解を示してくれるだろう。

ライターにやって欲しくないことと言えば､誰かがつくったグラフィックスを

持ってくることぐらいだ｡協力的な仲間に限って､たくさんの印刷物の'|'からグ

ラフィックスを見つけると、「いい資料が見つかった｣とばかりにほかの資料を捨

ててしまうことが多い｡彼らは親切のつもりでそうするのだが､実際には困った

ことになる。グラフ化されたデータから新たなグラフィックスをつくるのには危

険が伴う。グラフィックスの地になった数値がないと、間違いが起こったり、

データが不適切に強調されたりしかねない｡なぜなら、グラフが表現するデータ

と実際のデータが合致しているかどうかを確認する手段がないからである｡資料

を集めてくれる仲間には、グラフだけでなく元データを人手するように頼んでお

こう。それによって、データを伽単に、正確に、協執性をもって表現できる。

図書館や書店に行こう
インフォメーションデザイナーが必要とするすべての怖報をライターから得

るのは難しい。というのも、ライターと呼ばれる人たちは、ディテールを追求す

る時間のない管理職者、どこから始めればよいかもわからないコピーライター、

姫新ニュースを追うのに忙しくて手伝いたくても時'１１１のないリポーターだった

りするからだ｡そこで役立つのが、自分の本棚､所閥部'''1の図杏室､地域の図杏館

といった場所である。インフォメーションデザイナーに役立ちそうな資料が参照

できる愉報源を挙げてみる。

●年鑑年鑑はグラフィックス怖報の股火の鋤11(である。新聞社で働いてい

るなら、121社で発行する年鑑をただでもらえるかもしれない｡求める愉報自

体が載っていなくても、側巡する情報を保待している場所や組織が見つか

る可能性がある。それきえわかれば､あとは電話するだけで必要な愉報が得

られるはずだ。
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●百科砺典百科躯典も梢報の寵叩になり柵る．百科耶典というのは､わかり

づらいことを簡単な言葉で脱明することを押意としている。たとえば近く

の町で子供が核爆弾を作ったという事件があったとする。百科ﾘＩ典をひも

とけば､核爆弾をつくるのがそれほど難しくないことを示すグラフィック

スをつくれるだろう。

●統計要綱いろいろな梢報漉から入手できる統計要綱の価値は０１１．１)知れな

い｡連邦政府から発行される経済指標を月ごとにまとめた統計要綱は､特に

役立つ資料となるはずだ。ほかにも各種の統計要綱が､世界中のⅢ体､政府、

機IMIから発行されている。これらの統ii･嬰綱は、公共の図蒋館､大学の図譜

館､新聞社の図書室などに行けば見つかるだろう。必要な統iW･が何処にある

かは､それを知っている人に聞くのが早い｡l質1群鮪の司香に聞いてみるのも

ひとつの方法だ。

●ワールドワイドウェブ(インターネットのＷＷＷ）インターネットを使え

ば､欲しい梢報はすべて揃うと苗っても過画ではない。しかし、膨大な梢報

を帯えているだけに梢慨を探すのに時Ⅲがかかるし､探す手段を学ぶ必要

もある。

インターネットのアカウント（プロバイダとの契約)と、プラウザソフトを

持っているなら、雄かにアルタ・ビスタ(hl1P://ｗｗｗ,allavi剖a・digital.c０ｍ）

のような検索エンジンの使い方を教えてもらおう。よく知っている人なら、

検索エンジンでアイダホの山火砺の状況やハップル宇宙望遠鏡の現在の定

角軌道を入手するくらい朝飯前のはずだ．

政府機間の多くはオンラインでレポートを提供しているし、そういった慨

告蒋のリストもインターネットで見られるようになっている（ｈｔｔｐ：／／

ｗｗｗ・fcdworldgovなど)。米同全土の公式道路図は、人口統計局のTiger

データマップサービス(http://www,tiger,ccnsusgov)から入手可能だ｡労

働統訓･局からのデータも"hllI)://ｗｗｗ.b1s.ＲＯＶ~で人手できる。ホワイトハ

ウスさえインターネットでつながっていて、・president鰹whi1chouse,gov

で大統制にメールを送れる。このメールを仙って大統領にインタビューの

約束を取り付けるのは難しそうだが､やってみなければわからない。

インターネットで怖報を探すというテーマ121体、一・冊の本に収まりきらな

いほどのWWIがある。アメリカ･オンラインやコンピュサーブといった大手

商月1ネットを使って怖鞭を探す場合でも、その怖報収巣の方法は追求する

７５
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価値のあるものだ｡こういった辿脇サービスは､それF1体でも右川な悩報を

提供しているし、その多くがインターネットへの使い勝手の良い入り口と

なっている。ところで、ウェプを見る機会があれば､ぜひ私のホームページ

を訪ねて欲しい。轡hyperlinkhttp://www,newslinkor藤織でホームページを

見られるし､近子メールは轡meyer＠newslink.o噸濁で受け取れるようになっ

ている。

●専門閏瓶事､解剖学､スポーツといった主題に関する専門書籍は大いに役

立つ｡大手新聞社､大学､公共の図書館などが充分な卑門書を保智している。

本蒋の付録Ｃに､米にIの峨商の捌森研究図許航の梢報学稀の協力を得て、イ

ンフォメーションデザイナーに必婆だと思われる優れた書籍のリストを褐

戦した｡あなたの仕事に閲述の深いものをピックアップして､会社の戦替に

加えてもらうとよいc会社の図書館であれば､iil祥は追加予算を爪当化する

情鞭として歓迎してくれるだろう。

●アニュアルレポート株式公開されている企梁が発行するアニュアルレ

ポートには､企業の歴史､財務、同社製品に関する盟薗な悩報が含まれてい

る。証券会社､新聞社の企業担当デスク、図許室などにアニュアルレポート

がファイルされているはずだ｡手近な場所で入手できなければ､企業から直

接取り滞せることもできる。

アニュアルレポートは注意深く脱む必要がある。少なくとも、初めてアニュ

アルレポートを見るときには､経験豊かな企業担当記者､会計士､管理職者

などに、その見方を教えてもらうのがよいだろう。もっとも童要な梢報が、

臆"と続く表の脚注に卿れていることも少なくない。アニュアルレポート

の雛み方を学ぶことは、インフォメーションデザイナーにとって必猟の課

題の中でも、特に重要な課胆と筒える。

●事業計画報告書事業計画の報告書には､記躯の主題に関連する備報が含

まれいるⅡ｢能性がある。たとえば､新しい工業間地のグラフィックスの作成

のためにインフォメーションデザイナーが探している悩報は､昨年の下水

処理施股の報告書に含まれているかもしれない｡耶業計画報告勘はそれが

発行きれた地域に関するデータを含んでいることが多いのだ｡“ミルウォー

キー･ジャーナルーが高速巡路建設の事業計画評を利用して、野球の入場券

の販光に1MＩするグラフィックスを作成したことがあった。このグラフィッ

クスの爪嬰な主題のひとつは、その野球チームが地元の各地域から均竿に

観客を染めているかどうかということだった。このチケット販売助IiIlの分
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析に必嬰な妓新の人口データが､高速道賂報告秤に含まれていたのだ｡この

例からもわかるように､４１業計画報告書を見つけたら保存しておく価値が

ある。役に立つときが来ないとも限らないのだから。

自分だけの情報源を探せ
“ワシントンポスト園のボブ･ウッドワードのようなジャーナリストでないとし

ても、悩縦提供肴に髄話で取材したり、インタビューを行なうことはできる。

ただし、避けられるものであれば､同慨がすでに取材した怖級提供着に対し

て､抑度近緒するのは遠慮した方がよい。会社組織が一枚洲と呼べるほど統串が

とれているとは思わなくても、取材される側の人々は同・の組織内に異なる仕１F

をしている人がいることを忘れがちなのだ。どうしても再取材する必要があると

きは、妓初にインタビューを行ったライターに、もう一度コンタクトしてもらう

ようにしよう。もちろん、そのライターが取材していない怖報源を利用するのは

、由である。

●地域の計画機関通常､計画機関はアメリカ州政府の支部として人口､環境

汚染､屈削、交通などに側する統計を管輔している。地力にあるちょっと瞥

沢な公衆トイレの数を側くるとしよう。そんな悩慨を捗っている人物がい

るとすれば､それは｢地域計画担当将｣である。さらに煎嬰なのは､彼脚身が

わからなくても、誰に聞けばよいかを知っていることだ｡計画機関にとって

「数値｣はその生命を維持する血液にもたとえられるほど亜要である。した

がって､研究稀というものは、数仙を仙うことで記邪に深みを出せるか､あ

るいはその数仙はどこに行けば入手できるかという知蝋を此布したいと

思っているものだ。

商務省のニューズレターをつくるために、あなたの近所の大工場が閉鎖し

た影智を閥くるとする。川釧による失業蕃の人数だけならその企梁から聞

けるだろうが、さらにこの取材を‐･歩進めるためには地域の叶閲機IMlに問

い合わせる必要がある。地域肘I1IIi担当背は、一企業の刷川の噌加や減少が、

ほかにどのような影響を与えるかを数値化できるからだ。さらに、その工場

が属する産業分野の屈用の雑時的変化もわかる。また、その産業分野の平均

貨金を他の分野と比較したり、同・分野の地域ごとの箇金格差も把搬して

いる。こうしてインフォメーションデザイナーは､弥働コストが二'二場Ⅲ鎖の

饗因であると主張する屈川昔の言い分が正当かどうかを示すグラフィック

スを作成できるのだ。
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●迎邦経済機関労働統計局のような機関では、各仙の統計を見られるだけ

ではない。インフォメーションデザイナーの疑lIIlに直結する民Ⅲlの澗査機

関について熟知しているアナリストがいるのだ｡i汁阿機関と同様に､広報担

当肴を介さずに、その問題を４１１１１とするアナリストと直接話すのが秘訣だ。

たとえば､枕上げに反対する下院にIMIする妃ﾘＩのためのグラフィックスを

つくるとする。批判機関は､「それに関する数値はない｣と答えるかもしれな

い｡そこで、シカゴ事務所のアナリストと話してみると、この主題とよく似

た件に関わっている経営コンサルタントの存在を敬えてくれる。そのコン

サルタントに芯船をすると、突然ある決定的な数仙が手に入る。その数仙が

なければ､グラフィックスのないi肥’11になっていたはずだ。リポーターが喜

びそうな亜要な発百の引用文まで入手できるM1能性がある。こうしてグラ

フィックス部門の手柄がひとつ期えるというわけだ。

●その他の専門樋間インフォメーションデザインの役に飯つ公的機関や私

的機側は散多く存在する．まず農粥部門と交皿部lillの述絡先リストをつ

くってみよう。その利用価値には驚くはずだ｡彼らはクリスマスツリーの価

格は知らないかもしれないが､全米クリスマスツリー栽培業者協会の名称

と瓶詰番号は知っているだろう（この協会はミルウォーキーにある)。

インフォメーションデザインの生叱は､悩報源リストの岬し悪しにかかってい

る。すべてのデータの所在を厳密に把拠する必要はないが､その情報について詳

しい人を知っておく必要はある。特ダネの情報源を随し持つリポーターのよう

に､統､l･数仙の情報源をlHl発しよう。畷簡な怖報源を持てば､驚くほど速やかに

データを人手できるようになる。澗岸戦争のときにＡＩ'のグラフィックスジャー

ナリストがやったように、おもちゃ屋が雌高の梢報源に数えられることを発見す

るかもしれない｡航空機の模型には､政府が公表しない1〔用機の性能仕様が表示

されていることもあるようだ。
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どうすればＡＰのスタッフのように悩慨源を見つけることができるのだろう。

その秘訣は、必要性が生じる．前戸に質問を考えることにある。優れたインフォ

メーションデザイナーというものは、グラフィックスの紫材を探す必要のないと

きでも、新聞､雑雌､専門雌､級告書などを定期的に眺めている。各猟の川版物に

掲戦きれているグラフィックスを見て、その下部に沸かれた愉鞭源をチェックす

る癖をつけよう。その怖報の発儒元を賊に刻みつけるのだ｡梢報が11＃られる場所

に敏感になるには､年鑑や参考書を斜め脱みするのもいいかもしれない。もっと

も亜要なことは、これはライターにも勧めたことだが､怖報源を確保すること

だ｡それは自分の仕事への姫ｋの投資になるだろう。

情報収集術を身につけるために

上で述べた潤査手法を用いて､以下の質問に符える方法を探そう。

１.都市消閲者に対する米国消凹者物価指槻(インフレ報告でもっとも釦繁に

取り上げられる物価指標)は､過去一年､月ごとにどう推移したか？

２.クルド人とは誰のことか？彼らは何処に住んでいるのか？その地域の他

の住民との相違は？再建しようとする人もいると国われるKuKjistanの

歴史とはどのようなものか？

一・通り解杵が出せたら、最初に戻って何棟の梢fMを得るための鋪：、

第三の戦略を立てよう。雌新梢報の人祇を妨答するものがあれば､賊

の切り排えが必要かもしれない｡同じ情報を得るための複数の手法を

考え出す訓練をしよう。探している愉報を得るためには、そのすべて

の手法を川いることになるかもしれない．
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