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人間は、Ｈに兄えるものを侭じる倣向が強い。１.Ｉに見えるものを怖じてり|jされ

るのも人間なら、この弱点を上手く利用するのも人間なのだ。このことはイン

フォメーションデザイナーとって避けられない問題だろう

読粁がL雛による主張にⅨ論することはあるが､グラフィックスのこととなる

と統荷ばかりかジャーナリストやインフ胃リメーションデザイナーまでが索IiI:に

受け入れてしまうことが多いへ「グラフ化されているなら本当だろう」といった典

合だ。インフォメーションデザイナーのとりあえずのヒーローであるロス･ペ

ローが､その主張をグラフィックスで炎現することに熱心だった剛山がほかにあ

るだろうか？ヅ,Wみ止め、Ｗ蕊、災距離池Wiなどのコマーシャルに、州にグラ

フィックスが獄柵するように見えるのはなぜだろう？

倫理に関するプロフェッショナルとしては、ビジュアルを使って人を欺くこと

だけは避けねばならない。こういったまやかしは、“タイム・・が0.J・シンプソンの

逮揃写真を突際より．とけ込んだように修１１;したように、きわめて巧妙になること

もあるもレニユーズウイーク．､がまったくl‘ilじ迎にI‘ilじが典を炎紙に使わなけ

れば、世界中でこのまやかしに気づく人はいなかったかもしれない。また、

-ニューズデイ制が1994年のオリンピックのとき、..フォトショップ・・で写真を加王

して、氷上で紳将中のナンシー･ケリガンとトーニャ･ハーディングが接近したよ

うに兄せるといった､陰険なものになることもある笈際には、このｲ端な~:人

のライバルは進く離れて練習していたのだ

こういったまやかしが倫理に反するものであることは､椎でもわかっている

ところが､啄真ではなくデータのまやかしとなると、人々はその地非にIMIして兇

解を異にするだけでなく、問題そのものに気づかないこともあるのだ

ア刊
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師伽の経過に伴なう

物睡上昇の大部分は
インフレに超回して

い る

Pａｒｔｌメディア

見方を変えれば

真実でなくなるとき
散'j･:の嬉嘘"は､拠際の敗値がIIII述っていゐjﾙ合よりも、その数値をどう災現す

るかにかかっているjﾙ合が多い「インフレが原脚であることをボさない｣､「.】弓

測値であることを明確に表,Jﾐしない｣､「一ｆｔ性のある目盛りを用いない｣という

３つの〃法で、グラフィックスは些嘘..をつくことができるのだ

、ﾉド倫叩的な広洲11,'1粁なら、以ドに解説する・連の.‘嘘.･を利ｊＷして人も淡むlll

IM;ができるかもしれない逆に倫理的なインフォメーションデザイナーであれ

ば、こういったことをﾘ11に入れて..唯･･が広がる前にそれを見抜くことができるだ

ろう

インフレ分未修正

'６５，７５，８５，９５

真実

インフレ分修正

'６５’７５’８５，９５

大暴騰したように

見せたいのか？

数|･年1Ｗにさかのぼり、６０年代IIljUjか

ら80年代初期までの械端なインフレをグ

ラフ化するだけで充分である。このlUlllU

に・杯のコーヒーは５セントから約１ド

ルにｋ外した。これに比べれば､切手・枚

が３セントから32セントに仙上がりして

もおかしくないだろう。ところが､ｉＩ;f散に

値する出版社が、まさにここで取りｋげ

たようなグラフィックスまで添えて邸便

料金の高騰を唯いているのをｕにすゐこ

とが多すぎはしないか？

インフレ期間の価格変動は、インフレ

分の上外を差し引いてグラフ化すれば、

隈ったh'i報伝進をI'１１避できる(似i5.1参

照)｡情報を発信する側が価倍の安定性を

表現したいなら、この方法を採ることだ

ろう。

インフレを修正する方法がわからない

ときは､地域の労勤続,il･ﾉｌｄか並群I)のﾉく

学の経済学部を訪ねてみよう。労働統計

局は、この主題に関するワールドワイド
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ウエプのページまで持っている(hllI)://５t狐s・bls,HCV/cpifhct3､hlm)。炎iil･算ソフ

トに数値を入れておくだけで､必饗に応じて間単に卿路できるだろう。

手始めに比較的Iii純なインフレーション修iIi法を説1mする。労働統計

局や親切な股寄I)の経済学者のI附しを川いた後なら、もっと複雑な方

法を仙えるようになるかもしれないが､それまではこの方法でほとん

どのＨ常的な課題は解けるはずだ。

鍛初に当該の全年度の澗費肴物価指数を鋼くる。全米の消費音物価指

数は、インターネットの政府のウェブサイト(http://stnts・bls,gov/cgi．

bin/survcymo瓢?c,,)で人手できる。

行棚の指数の11'から、爽際にここでの惟正に利〃lするために、郁市生

活者の消脅者物価折数(1982.81＝１００)を選択した。これはインフレに

関するニュース報道でよく引用される指致だが､年金と質金に関連し

た生活税の潤蓋に引川される術数とは異なるものである。

必嬰な年次の数仙が1!)られたら、1982.84が１００ではなくｌとなるよう

に､小数点を二桁左に移動する(以ドの表を参照)。こうすることで､過

去の金額をその年次の数値で削れば､維済学肴の罫う｢1982-841ドル定

数｣に変換できる。

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

198７

インフレ除数

0.8241988

0.9261989

0.9651990

0.9961991

1.0391992

1.0761993

1.0961994

1.136１９９５

1.183

1.240

1.307

1.362

1.403

1.445

1.482

1.524

1953年には、カップ－杯のコーヒーが５セントだったとする。この５

ｾﾝﾄを1953年のインフレ除数の0.267で削ってみよう｡1982.84ドル

定数で換帥:すると、1953年のカップ廻杯のコーヒーは、１９セントして

いたことになる。その１１りじ･杯のコーヒーが、（その頃には冷めきって

いるだろうが)1995年には95ｾﾝﾄだとする｡この95セントを1.524で

８３
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削って1982.84ドル定数に換柳:すると、この年の一杯のコーヒーが､６２

セントにあたることがわかる。

1982.84ドル定数の代りに現在のドルに換算すると、興味深い数値が得

られるかもしれない。そのためには､現在の都市生活者の洲費者物価

術数を知る必饗がある。http://slatsbls,gov/cgi.bin/surveymost?Ｃｕに

アクセスすれば､簡単に必要な数仙が1￥られるはずだ｡小数点を二桁

左に移動して､炎の数値を新しく得た数値で割ってみよう。その後､先

程の手噸を繰り返せばよい。

現在のCPI.Ｕ(都市生活者の１１費者物価折数)が153.1だとする。1995年

の1.524を現在の1.531で割り、ｌ”5年のインフレ除致0.”5を削り肌す。

1953年のインフレ除数はIiil槻に0.174となる。叶算によれば､1953年に

５セントだったコーヒーは現在なら29セント、1995年に95セントだっ

たコーヒーは95から96セントの中冊だということになる。

インフレーション修正は確かにややこしいものだし、インフォメー

ションデザインにＩＭＩわる人々の多くは､数学が苛手でこの業界に入っ

たのかもしれない｡だが､価格データをドル定数に換算するのに､理系

の学位は必要ないということはあきらかである。計算機と多少の忍耐

だけがあればできるはずだ。

企業の将来を輝かしく見せたいか？
実際のデータはここ１，２年の想い業績に絞り、今後その企業が達成すると思

われる紫附らしい予測をl例･傾向として見せるのは簡蝋なことだ。

予測の((過性は､その下測をする人寺の僧川庇と鎌しいにもかかわらず､誰が

その予測をしたのかという悩慨は、グラフィックスの脚注にしか衣れない｡業界

Ⅲ体というものは､その業界が販光する製品が｢数年後にはブレークする｣という

予測を立てるものだというのが-般的な見方だ。

もし、そのような予測をグラフ化することになったら、過去数年分の豊岱な

データを饗求するようにしよう。図5.2に示すように、データのどの部分が爽紙で

あり、どの部分が予測であるかをはっきりと我現することが非常に敢要である。

否遡条項を小さな文字で表示するというやり方は､弁護士から見れば｢有効｣かも

しれないが、インフォメーションデザイナーとしては｢非倫理的｣な行為だ。にも

かかわらず､ほとんどの新川のビジネス柵や、グラフィックスに関して一lEI償か

れている蜜ＵＳＡトゥデイ"でさえ、ロ・附的にこういった過ちが起こっている。



Chapter5知っておきたい統計の倫碍

傾向を大袈裟に見せたいか？

Ⅸ15.3のように、グラフのｎ盛りの途中を省略してみ

よう。たとえば､ある町で殺人事件の被害者数が200か

ら195に下がり、さらに'90までF降したときは、被弾

･荷数を｢０ではなく180を起点として｣グラフ化するの

だ｡すると、５％にすぎない降ド率が､突如として5096の

降下率に見えるのであるこれで市長はハッピーだ。

警察料長もハッピーだろうしかし、インフォメー

ションデザイナーにとっては恥雛というべきである。

典念なことに､政府棚側はこのトリックの愛Ⅱ崎で

ある。彼らはあるサービスの利川背がいかに噸えてい

るか､あるいは問題の解決にいかに優れた手腕を発揮

したかを顕示するために、このトリックを使う。企業

が成長性を,ｉｆ示するときや、コストヒケI.のっけを消溌

汁にI､'すときにも、このＩ､リックはよく使われる。

このトリックを利川すゐ人々 は嘘をついているわけ

ではない。そのiIII拠に、Ｍ5.3を凡るとグラフの目盛り

線の上に、そこが途切れていゐことを,｣くす小さなマー

クがあぁだあう。このようなグラフを兇為ときは、,Ｍｉ

Ｈ･はごく小さく印'''１された文‘i:までじつくi）検柾しな

いと、典拠が兄えないのである。こうしている間にも、

さまざまなビジュアルジャーナリズムの強力なツール

は､,洗廿に聯‘l鵬.､を伝えているのでああ

｜僻Ｉ)を切断することI』１体が魁いとは限らないｌｌ

Ｍｆりの,(す数仙が深い蹴味を排たないときは、｛僻I）

5m焼

'９５’００’０５，１０
予測

'９５’００’０５，１０

予測データははっきりI苧測jと鞭示しなければならない

を切断することに倫理上の問題はまったくないのだ｡たとえば｢50度は25度の倍

粋い｣わけではないので、グラフの０度をどこに設定しても櫛わないのである。

この挽明がわかりづらければ､「-25座と＋25度｣を比べてみればよい「-25度

は｡+25喚のマイナスー怖粋い｣とは甘えないだろうそんなことはナンセンスだ。

計測される数仙の動きが少ないときにも、ロ盛りは倫理'二の問題なしに切断で

きる。この1町〃の条件を満たす占典的な例といえば､体温の計測である･体温の
グラフを34度か35庇くらいから始めることには､倫理上の問題はないだろうし

かし、‘肘に敗仙の動きが狭いと決めつけるには､仰１tでありたいﾘ柄も仔伍す

あ「段人の彼11F皆は脈年数Ｉｒ人である」とか､「辿邦j謬算の亦皐i:は常に散十値ド

ル単位である｣といったことを前提にするのは、まことに唾かわしいことである。

18階
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臼顧ｂを省路する

ことは､街略しない

グラフに比べてま

ぎらわしくなるこ
とが多い

Partlメディア

'６５’７５，８５’９５

真実

'６５’７５，８５，９５

データアナリストたちは、Ⅱ次ああい

はｲ次のデータの変化を1,(Lせるために

は、’1艦りを切断せざ為を得ないと主張

す為かもしれないこのi昌張はillI費網勿

IIMi桁放をグラフ化する際に、Ⅱ滞りを切

断するj1MIlIとしてよく仙われゐものだ。

幾念ながらこの鋤Zには嘘がある。柵費

村物価術数のグラフを見るときにわれわ

れが興味を抱くのは､「価惜j121体ではな

く｢価格の変化｣､すなわち｢インフレの庇

合い｣なのであるインフレーションは、

プラスになることもあればマイナス(デ

フレーション)になることもあるはずだ。

もしアナリストが計うように｢血喪なの

'よ価格の変1IiIj｣でああなら、価陥''1体や負

(,!(制l‘１体ではなく、インフレの状況や負

債額の変化をグラフ化すべきである。そ

の〃法については、１２章でパイチヤート

とフィーバーチャートの述いを検証す為

ときに舵し<$塊明する

真実のように見えて、

嘘があるとき
リンゴとオレンジを汎ぜれぱ､紫I11ljらしいフルーツサラダができるかもしれな

いが、インフォメーションデザインにとっては妓懇の粘果になることがある。

比恢の鵬郡点が112､'1で典辿性があるかどうかを明確にすることは､倫理的なイ

ンフォメーションデザインの絶対糸fl:であゐ。さもないと、次のような使問をさ

れて返符に刑すゐＪＭｌｌに陥為かもしれない。



Chapter5知っておきたい統計の倫理

当たり前の事を凄い事だと思わせたいか？
そうしたければ､馬鹿げたものと比べるとよい。たとえば､市長が演説で｢新し

い政策を支持する手紙を縦に並べると、市庁舎から町外れまで届くほどだ｣と述

べたとしよう。比較というものは、「共通の基峨｣で行ったときにのみ意義があ

る。手紙の鉦を距離と比べても愈味がない。「前案を瓶否したことに対する抗繊

の手紙｣と｢新政紫を支持する手紙｣の賦を比べてこそ､「リンゴ対リンゴの比較」
と言えるのだ。

ジャーナリストがこの種の錯覚に陥りやすいのが､災害関連の記覗である。

APや一部の警察関係肴は､気象災脊に関連する死将や､交通堺故その他の悲劇

的な数字を派手に公開したがるものだ。しかし、倫理的なジャーナリストであれ

な､災害時と平常時を比べるべきである。吹雪に見舜われたラッシュアワーに発

生した25件もの｢大量｣の交通事故は､通常の一日に起きる交通事故より少ないか

もしれない｡「狩猟中の心臓麻揮による５件の死亡｣は、これらの人々 が狩猟をし

ていなくても起きる'１J能性のある数値と等しいかもしれない。

ありもしない傾向を見せたいか？

そうしたければ､比べられないものを比べるという、もうひとつの｢リンゴと

オレンジのトリック｣を使おう．たとえば店の昨年の売上げは100万ドルもあった

のに､今年の前半の売上げは25万ドルしかないとする。だとすると免税措佃を認

むのが妥当だと言えるだろうか。もちろんすべての人々 は免税措置を受ける椛利

があるが､その理由はこのようなデータではないはずだ｡店の営業成績を前年の

同月と比較してみよう。平均的な小売業者は､その年の売上の半分をクリスマス

前の数ヶ月で達成する｡倫理的なグラフィックスをつくるとすれば､前年の同じ

期111と比鮫するか､政府がよく用いる｢季節捌繋済み｣の数仙を使い､期IlIjは異
なっても比較可能であることを識者に伝えるべきである。

ただし、季節調整済みのデータの信頼性は､予測データと同様にその調整を

行った人々 の倫理性と信頼性にかかっていることに注意しよう．その調整に疑惑

があるなら、合法的に聞こえる脚注を付けることで間迦を回避してはならない。

調査には真実はないのか？
インフォメーションデザインで嘘をつく城強の方法は､世論闘在という岡文字

言莱を用いることだ｡おそらく潤在こそ最高のごまかしである。実際､鯛在でご

まかす方法はあまりに多すぎて､すべてを説明しきれないほどだ。ここでは､ほ

8７
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んの炎Im的なことしか触れられない。この'''1胆に水

J1に興味があれば、フィリップ･メイヤー(杵汁の親

類ではない)の‘､PrccisionJoUrI1aliSm"といった神輔

が参考になるだろう。

イく先余なデータ、汎ぜ物の入ったlWi問､柵鵬なﾉｊ

法倫､結果の綱跡はド肥のような嬰求に応じる,'１

術の方法のほんの部分なのだ。

5.4

嘘

Ｐａｒｌｌメディア

流行を操作したいか？

テレビi緋１１の"Ｆ組miIyFcu〔l"に鞭ﾑﾙするリチ･Ｙ－

ド．ドーソンを典似て、「側企によれば一｣とでも１１

張してみてはどうだろう。

映1m鑑賞を愛好する学生のための１W引料金制度

が､失敗だったように兄せたいと仮定する,､そのた

めには､料金1jlI度が変わってから、以１１１に比べて映

IIIIiに行くliIl数が｢期えた｣と群えた学ﾉkがlOo6しか

いないことをグラフィックスに表現すればよい｡た

とえ｢少しjWえた｣と柊えた学ﾉkが6596もいたとし

ても、それをグラフイックスに入れる必喫はない。

そんなことをすれば､「失敗だった｣と,『えなくなっ

てしまうではないかclO96という数仙だけでつくっ

たグラフィックスを新聞社に送れば、グラフィック

スアーティストは('１の疑IMIも抱かずに州紋するに

述いない

たちは、このような寵1111された'11笈を巧みにつくり

真実

凹査のグラフィッ

クスは『除外｣とい

う罪を犯すことか
多い

調炎の専門家と荷われ為人たちは、このような領1111された'11笈を巧みにつくり

出す｡特にマーケティング部門などの潤在貝は､「何かを｡i§機することをI｣的と

して調禿を行う｣ことが多い彼らは解稗のカテゴリーを統合したり、蒋殊なﾉｊ

法で質問す』ることによって、ノ<慨のり嘘'１脚畠だと祇明できるのだ

このような竺嘘..を避けるには､ツミ際の髄INI'”(とすべてのIU1稗のilIﾘ合を入手し

てグラフィックスをつくろう諾果的に占熊の炎現を変えたり、lxI版を単純化す

ることになっても、凶5.‘ｌのように典突を伝えることはできるだろう。

調壷結果は偏った見方をしてはならない符に複歎の解釈ができあような伽捌

には気をijけよう。「紫1Ｗらしい、よい、よくない｣という逝択肢は､すべての分･Ａｉ

を含んでいるだろうか？「よい｣というＩＩ１Ｉ群は､「まあまあ｣という賦味なのか､そ
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れとも｢本当によい｣という意味なのか？こういった疑問が残るときは、グラ

フィックスの使用は避けた方が無難である。

パニックに陥れたいか？

ここでは｢鋼在対象となった中学生の４分の３が､教室での身の安全に毎日不

安を抱いている｣という例について考えてみる。人をパニックに陥れたいと思う

なら、ピストルが押収きれた中学だけが調査対象になっていたことは無視しよ

う。グラフィックスアーティストが偶った背景があることに気づかなければ､パ

ニックを起こせる可能性がある。

どのように鋼在が行われたかをチェックすることで、この手の．嘘画を回避しよ

う。その削在は､岐密に無作為に選択きれたサンプルだろうか？質問されたのは

いつなのか？鯛査の方法やタイミングによって偏った結果になっている可能性

はないか？たとえば､所得税納税の時期には、ほかの時期よりも財務管理への関

心が商まるかもしれない｡政治的鯛在を金曜日の夕方に堀話で行う新聞社のよう

になってはいけない。金剛日の夕方に外出している人々は､その時側に自宅にい

る人々と少なからず異なるとは思わないか？これは熟考に値する問題であり、

脚注に碑いておけばすむような事ではない。

グラフィックスは｢逃げ通のないジャーナリズム｣である。文章の強引さは、

｢～と前い弧る｣､「～と主機する｣といった甘葉でやわらげることもできるが､グ

ラフィックスの持つ軌烈な伝達力を脚注くらいで弱めることは不可能だ｡統計が

信頼できないときには、どんなに強く責任回避の言葉を付け足したとしても、そ

のデータを使ってグラフィックスを作成してはならない。

人口統計的な差をつくり出したいか？
厳密に無作為に週択された600人の成人を対製に調査を行い､５%の誤差範囲が

あるとする。その卿在で､新しい．スター・トレック"を古いものより好むと答え

た人が白人の場合55％だったのに対して、アフリカ系米国人は40％に過ぎなかっ

た｡対照的に、アジア系米同人の75%が新しいシリーズを好むと答えた。

さて、この捌企結果は何がIⅢ迎っているのだろうか｡それは、この主張に統計

的な意味がまったくない可能性があることだ。

最初に白人の場合を考えてみよう。５５％が新しいもの好み､４５％が古いものを

好むという結果である。しかし、誤差範囲の5％を加味すると、50％～60％の人が

新しいものを好み､4096～50％は古いものを好むということになる。つまり、50対

50といってもⅢ迎いではなく、好みの傾向というほどの差は見られないのだ。

8９
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暇

真実

それでは、照人とアジア系のjル合はどうだろう

捌在データに関して､滅多に語られることのない41：

尖が存在する。それは｢データをサブグループに分

けると誤差範囲が拡大する｣ことだ｡たとえば､調在

１１が合IIl･'100人に而接したとすれば､無人はわずか

80人、アジア糸はたった‘１人といったところだろ

う。このようなサブグループに対して調交を行う

と、誤差の範囲は天文学的になるはずである

調在を指揮した人が敬意を払うべき人物であれ

ば､すべてのサブグループに対して祇碓な挟熊範l〃Ｉ

を,J〈すはずだ‘そのようなデータをグラフ化すると

きには、数値の精度を情報源表,Jﾐの文章以外にも

はっきりとﾉJ〈すようにしよう。たとえば誤差範囲を

バーチャートの椎やパイチャートのパイの・部と

して炎,｣ﾐするのもひとつの方法である(図55参照)。

こうすれば､読肴には事実の全容が伝わり、読粁自

身が適切だと思われる解釈ができるはずだ。

誤差の

剛囲

誤差に許容範囲は

存在しない
これだけ'よ他えておいてほしい。“11ｔ耐‘,M在帆''１

家"が7.『うのとは逆に､洲俺は(Iﾘも柾lﾘIできないし

炎現もできない｡単にある1i実を示すにすぎないの

だ、敬煮を払うに値する調査なら、社会全体が信じ

あことを、代弁していゐふりなどするはずがない。

‘川在における1桃熊の杵容範WlIは､雌近ではi雌もが脇鹿にしているベルlliI線(ま

たは棚ＷＭ膿)に雄づく統il･上の{I:組みにすぎない｡地球上のすべての人々 から

愈凡を聞いて､その綱査結果が｢誤差の許容範囲｣とどれくらい異なるか､比較検

,IIEした人など誰・人いないのだからｃ実際には誤薙の許容範開を適Irに記述する

と、次のようになるはずだ

「』|蝿に配分された枚1111によるiWIfが201,1織り返された場合、

20111111119Ｍは59(,以上変動しないことを統計学理詰が示している」



調査対象人数

９１

前菜を変えれば､蹴初のIIMI在納果が：Inlpの捌従結果と596以内の変動率で収

まる95％の確率(Ｗ門的には｢椛緬区川｣)が存在する。また、調森を繰り返した結

果､５％以上変動する確率も5％は残っているということだ。

人々の稗えが｢はい｣と｢いいえ｣に均舗に分かれる可能性の高いlli純な設問を

用意した鳩合､劉企結果の差側を愈味あるものにするためには、「はい｣と「いい

え｣の錐が10％以上になる必要がある。「はい｣が50％､「いいえ｣が45％であれば、

この調森を統叶学的な兇地から見ると、「伯仲した争い｣ということになる。その

理由は､5％の誤兼を含めて考えると、「はい｣は50%～60％のどの数値でもあり得

るし、「いいえ｣は40％～50％のどの敗値でもあり得るからだ。この調企結果だけ

では､一方がその峨善においては他方を上回る''1能性があることを示している。

耐111に高えば、この鋼従紬果は股悪の珊合には50対50の引き分けかもしれない

し､６０対40の大差かもしれないのだｅ

それでもなお、これらの数仙は20回中19回しかあてにならない。インフォメー

ションデザイナーがグラフィックスを作成しようとしている尤データは､鋼稀結

果が5％以上の縦飛で変化した20101中のlIulに』Liたっている可能性もある。５％以

上といっても｢5％をわずかに上回る挟雄｣ではあるだろうが、グラフィックスの

メインボイントしか見ない鋭者の月に触れないところに､唆昧さが存在すること

は確かだ。

この込み入った統jl佃迎を人々はどうやって理解するのだろうか？統計学の

ミニコースを受鍬するつもりが無いのであれば､「硬貨を300回か400回投げて、

表の出る回数と裏の川るIml数は､９５％の場合ほぼ聯し<なる」(変動は5％以内だ）

という概念に蕪づいていると思えばよい。このようにして誤差の許容範囲と信頼

区間は計鯨されるのだ。

建てliiIとしては､ほとんどの捌従の標耶となっている｢95%｣という佃頼区INIを

採川すると、卿従対蝋の人数に鵬づいた似歳のlil:容範囲は下肥のように決められ

ている。

誤差の許容範囲

Ｙｅｓ－Ｎｏ形式の設川の場合､ｌ:紀以外の棋錐の肋:容範囲で捌代対象人数を叶卸

するには､｢09605｣という数値を、想定する娯薙の許容範囲の２乗で割る。たとえ

Chapter5知っておきたい統計の倫理

％
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４
５
６

1,067

600

384

268
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ば､７％の許容範囲による調在が必要であれば､0.9605を0.07×0.07の仙で測れば、

鋼査対象人数である｢196｣が得られる。

一般的な誕識とは裏旗に､調査対象全体の人口がいかに多くても、鋼査には無

関係なのだ｡調査対象が全国だろうとたったひとつの町だろうと､5%の談差の肝

容範囲に収めるためには､同じ人数を調在すればよい｡その側売結果で影呼を受

ける人数が多くても関係ない。ここで述べた誤差の詐容範囲は､鋤壷対象全体の

人口が50万人以上の場合を想定している。調姦対象全体の人口がこの１０分の１，

つまり５万人だったとしても、５％の誤差の許容範囲を得るために必要な鋼在対

象人数は､わずか３人少ないだけである。鯛査対象全体の人口が50分の１になっ

たとしても、必要な劉査対象人数はわずかに14人少ないだけなのだ｡必要な隅在

対象人数は､278以下にはならないようになっている｡278という数値は､澗査結

果を当てはめる調査対象全体の人口がわずか1000人の珊合である｡つまり、統計

学的に見れば､調査対象全体が１０００人であろうと50万人であろうと、綱査に必要

なサンプル数はほとんど変わらないということだ。

無罪だって？
サンプルフレームを間違えたんじゃないの？
誤差の許容範囲の問題が解決きれたとしても、捌査が本当に有意義なもので

あったかどうかを検征するという仕邪が吸っている。

捌査が有効であるためには､鋼査の対餓となった人(｢サンプルフレーム｣と呼

ばれている)のすべてが､調査対象として選ばれる確率を等しく持っている必要

がある。これを保証することは困難だ｡調査を芯話で行うとすれば､自動的にこ

の艦準から外れることになる。私は２本の誼話回線を持っているが､大人３人と

子供２人のいる瞬家では１本しか砿話がないといった連が生じるからだ｡私が晒

話調従で対象となる確率は､隣家の人々に比べて格段に商いことになる｡瓶詔を

持たない人さえ存在する。事実､人口統計局によれば､家庭に勉路を持っている

のは人口の92％に過ぎない｡すべての通話による調在は､靴話のない人々を調在

対象から外す反面､多くの龍話を持つ人には調査対象となるより高い可能性を与

えているのだ。さらに戟場で砥話を受ける可能性まで加味すれば､その差は広が

るばかりである。

敬意を払うに値する調査会社であれば､各家庭ごとにひとつの晒話祷号だけを

リストしたデータベースを使い、ランダムにダイアルすることで、このＩⅢ題を回

避しようとするかもしれない。しかし、この方法を採ったとしても、大学生､饗強

施股のようなさまざまな施投の住人を除外してしまう可能性があるし､50％もの

住宅の池締がリストに救っていない地域があるという耶実も見逃してしまうこ

とになる。
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真実をすべて伝えない調査も存在する
聴敬すべき鋼査回なら、「二人以上の大人がいる家庭では､誰が一番通話をと

る確率が高いか｣まで考慮に入れるものだ。日中に冠話すると、その調査は育児

を担う人の視点に傾く可能性が高い。これを避けるために、「その家庭で股も鹸

近挺生日を祝った成人｣に調張対象を絞るといったワザを使う鋼売側がいるくら

いだ。これだけでも複雑に思えるかもしれないが､実際の作案はもっと大変だ。

このような方法で調査対象が任意に選ばれるようにした嶋合､澗壷を正当なも

のにしたければ､選ばれた人と調査員が直接話をする必嬰がある。そうでなけれ

ば､せっかく係意に抽出した努力が無駄になる。サンプリングされる人が、くじ

運以外の何かに依存するようになってしまうのだ。このため､澗査対象者がfW守

の場合には、その人に接触できるまで掘話を繰り返さなくてはならないのだ。

｢任意に選ぶ｣というのは､「誰でもよい｣ということとは通うのである。ほかの誰

かにインタビューしてしまえば､「調査対象となるすべての人が､鯛査対象とし

て週択される平竿の確率を持つ｣という条件に反することになる。

期査貝が週択された当人に聞くことができず､ほかの誰かを刷在対験に逝び直

す必要が生じることが頻繁にあるのは明らかである。そうなれば､剖査の｢完遂

度｣に悪影響が出てくる。

調在に正当性を期すために､調査員が目指すのは80％以上の完遂度である。つ

まり、ランダムに選択した人々の内､少なくとも80％の人に対しては鯛従ができ

るように努力するのだ｡１００に満たない完遂腿が､捌森の誤差範囲にどう影狸す

るかを検証する簡単な手法は存在しないが､許容されている80％の完遂度でさ

え、潤在の精度を大きく下降きせることは事実である。

８０%の完遂度による凋査から得られた結果を、真に正確な結果として報告する

ためには､残り20％の人々を｢未知の意見を持つ人｣としてリストにしなくてはな

らない｡そんなことをすれば､その潤森の結果すべてを無意味なものにしかねな

いので､実際にこれを行う調査員は存在しない｡統叶的に有愈義だとされる｢５６

対44｣という結果が､「45対35と未知が20｣という無意味な数字になってしまうの

だから。もしもこの未知の20がすべて35の側に入るとすると、「45対55｣という逆

の結果になり、さらに5％の誤差の詐容範囲を含めれば錐が広がる可能性さえあ

るのだ。

定評のある調査会社のほとんどがこの邪実を無視しているばかりでなく、完遂

度が60％に落ちても調査結果を公表するような調従会社も多数存在する。そのよ

うな闘査はすべて破棄すべきかといえば､そうではない。しかし、低い完遂庇に

サンプルフレーム上の問題やその他の難点が皿なることを考えれば､鋼従結果と

いうものは疑いの目で見る必要があることは明らかだ。

9３
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答えではなく設問が問題だ

こういった配慮をすべて完盤に行ったとしても、渦査の投間を記した文書(専

門用語でサーベイ・インスツルメントと呼ぶ)が狩定の方法で行われなければ､そ

の調査の意味はなくなってしまう。わかりきったことだが、まず設問は明確で不

佃的であるべきだし､解群者が自分の答えに安心感が持てるように充分な選択肢

を呈示するべきである。その選択肢もすべての人にとって同じことを意味するも

のでなくてはならない。

これに加えて､調査員の人穂､性別､能力といった外観も、単純に結果に反映き

れるものだ｡本という本､論文に次ぐ総文が､こぞって｢捌在はどこで過ちを犯す

か｣を解明することに取り組んでいるというのが現爽である。

調査を信じてよいのだろうか？
やれるだけのことをやったとして、その潤従結果がグラフィックスで表現でき

るほどに花当かどうかをどうやって判断するのだろう？統計学者なら次の点を

確挫するだろう。

●誤差の許容範囲

●サンプルフレーム

●完遂度

●サーベイ・インスッルメント(賀川普）

●質問過程

統iけ学者ではないわれわれは、ここに継げた力法倫だけではなく、閥査会社の

過去の実絞も考瞳に入れて、澗査結果をどの稚庇伯頼すべきかを判断しよう。定

評があり、実績の裏付けもある組織による鯛在結果は､おそらくグラフィックス

にする価値があるだろう。｢夜逃げ株式会社｣(などという怪しげな会社)の調査結

果なら、グラフィックスには不適切な可能性が商い。あらゆる注意評きを文車中

に埋め込める鎚事と述って、グラフィックスを活〃Ｉするインフォメーションデザ

インでは否認条項を列記しても無駄である。

グラフィックスでは否認条項の効果がないことが､「郵送や電話による調査の

結果をグラフィックスで炎すべきではない｣ということの大きな理山だ｡郵送や

芯話での調従は､「思い入れの強い人の愈兄にＭきやすい｣という点で科学的な調

従とは言えない。なぜなら、思い入れの強い意見を持っている人ほど､調炎に回

答する時間を賊わない可能性が高いからだ｡適切な注意文をグラフィックスに添
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えれば済むと考えがちだが､平均的な純粁はメインポイントである側在納果にし

か注目しないことを忘れてはならない。

最終的には、調在会社の信頼性ではなく、インフォメーションデザイナーの侭

願性が問われているのだ。もし機会があれば､調代を組織した人の鮒を聞いてみ

るとよい｡その人物が､完遂庇､サンプルフレーム、質1111の佃向などについて騨敬

すべき恵見を持っていないようなら、釧在納果の行くべき先はゴミ箱だというこ

とがわかるはずだ。グラフィックスが伝える愉報にまで責征を持たねばならない

ことが負担なら、その悩報を使ってはならない｡持てるすべての配噸と瞭唯さを

動口しょう。グラフィックスはあまりにも強力なコミュニケーションツールなの

で､その利用に際しては、文京で炎現するとき以l:に深い配血と厳雌さが必喫な

のだ。

ビジュアル思考を身につけるために

愛証する新聞や出版物を｢ぱっと兇たときに耶実を狭って表現してい

ると思われるグラフィックス｣を一点見つけるまで詳しく調べよう。

１．どうすれば､その娯った表現は避けられるだろうか？

２.出版社がそのグラフィックスを修正しなかった理由を推測してみよう。

見るものすべてに疑問を持つ癖をつけよう。ある騨敬されていた教授

が学生にこう挽いたことがある。「もし荊のお雌さんが芯を愛してい

ると言ったら、躯実を確謎すること｣。われわれの目的のためには､「統

計のグラフが何かを伝えているようなら、事実をくまなく調べるこ

と｣が必要である｡常に見るものの典屑をI川うことで、グラフイカルな

データを評価するのに役１kつ飾六感を養えるのだ。
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●ビジュアル的に(tTlfをしよう。

●そのメリットをジヘ．－ナリス1,の視点で評川しよう瞳

多くの人はインフォメーショングラフィックスを､仕ﾘｆの手助けになる道!↓と

見なしている。インフォメーショングラフィックスを使うことで、効果的な

ニューズレターをつくったり、アニュアルレポートに雌動感を1JえたI)、税得ﾉＪ

のあるパンフレッl､や発炎肥１１を発行したI)、研究成果をより効率的に柵'fした

})、陪郡１１，役Ll会､iW賀背などにより偏魁性のある_l昌張ができるのだ

インフォメーショングラフイックスは､新聞や雑誌などの専門分野でさらにﾉく

きな尚係を拠っている。多くの人々が出版物の成功に欠かせないものと考えてい

るグラフィックスは、多数のＷ(門家を抱える部門令体の生計を支え、尚額な取引

きに側わゐコンサルティング業を成りｆたせ､「ビジュアルジャーナリズム｣とい

う新たな分野までつくI)川したこれはジャーナリズムという代りＩに関わってい

ない人々にとっても拶察に値する名称だ。

グラフィックスの教祖述から見れば､アメリカの出版人からこんなことを丙わ

れるのは心外かもしれないが､優れたインフォメーションデザイン、あるいはビ

ジュ.アルジ･Ｙ－ナリズムに典推などない｡「ビジュアルジャーナリズム｣という新

紹称を),Lれぱ､次の２点にその秘密があることは明らかだ･

（
専
門
知
識
》



９８ Part２テクニック

残念ながらジャーナリストやその他のWII！'1家のillil純方法は、この正反対であ

る。ジャーナリストは、まずはじめに仕邪を言描的に行うように教育を受ける。

ストーリーをつくること、台本を書くこと、言葉でコミュニケーションする方法

といった訓練だ。さらに彼らが作り上げた作肋は､怖慨自体の質よりも文章や口

述のスタイルといった美的な観点で評価されることが多い。I‘jI僚のジャーナリス

トにとっては、そういったテクニックの方に興味があるかもしれないが､愉報の

受け手が関心を持つのはメッセージそのものである。

言語的思考からビジュアル思考へ移行することは、難しいことのひとつだ｡練

１Wするだけでなく、それまでの習慣を捨てる努力も必要かもしれない｡それでも

ほとんどすべての人が、ビジュアルで思考したり仕ﾘＩをすることができるだろ

う。なぜなら、ビジュアルは人の恩考回路のもっとも雅本的な部分に作川するも

のだから。

心の眼でとらえる
「情報を心に描き出すこと｣は､統計学者エドワード．Ｒ・タフトによれば｢イ

メージと言紫と数値と芸術の交差点で作業すること｣である。

タフトによれば、ガリレオは1613年の木製の剛察肥鰍において、文字と図を脚

然に触合させている。しかしガリレオは天才である。ガリレオに比べれば犬与の

才に恵まれぬわれわれは、どうやってインフォメーションデザインを習紳すれば

よいのだろうか？その方法は､苦の事を思い出すのと同じくらい簡単かもしれ

ない。

この前の縫生日を思い出してみよう。何か特別なことをしたか？符別な剛り

物はもらったか？考えれば記憶が呼び起こされることだろう。腿憧は画像の形

式で蘇る。妹が畑ってくれたセーターが目に浮かぶ｡あなたが剛I)物を1Mけるの

をじっと見つめる愛する人々の表愉が思い出きれる｡侍と行ったレストランの雰

M1気c家路に軒こうとしたときにパンクしていたDIiのタイヤが鮮Iﾘjに思い出きれ

る。そしてタイヤを交換しようとしたときに、InlI)をうろついていたｲ郵味な〃

を決して忘れることはないだろう。

誕生日がこれほど衝撃的でなかった人でも、受け取ったカードがとても締腿で

よくできていたことや､年老いた親戚からもらったカードのサインがだんだん震

えがＨ立つようになったことなどを覚えているかもしれない。ところで､実際の

カードを兄ずに、カードに印刷されていた甘柴をはっきり思いⅢせるだろうか？

ごく平均的な人間の記憶システムであれば､記憶の大多数が感雌的なものであ

り、その多くはビジュアルのはずだ。
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人IlIlの心の動きについての科学的な研究は始まったばかりだが､脳が部分に

よって異なる働きをしていることは明らかである人間の脳の､卜分は､途理的な

働きをしている。よくわからない単語があれば､護理的な側の脳がそれを一文字

ずつ解航していき、もう一〃のアナログ的な脳に対してその単誘が｢過』§に兄た

,把憶のある(１１か｣を炎していないかどうか凱ねる．ﾉﾉの半分はI愉叩的に思捗す

るもう一〃はイメージで記憶する。そのふたつがIIlj時に働くと、似16.lのように、

蔵味が理解できるのだ。

6-7もちろん、これはかなり単純化した説

IﾘIに過ぎない‘現'だには、このふたつの部

分は､独''1に光ｲﾔな趣味をJII1解できるし、

丸隙そのようなlmjきをしている⑨

剛i｣のようなiii純な言莱であれば、わ

ざわざjIl1i愉的な脳に文字単位で解読して

もらうまでもなく、アナログ的な脳が猟

朴の分畑の'11にある符』.('1,()kc11)と・致

させることによって、すぐに理解できる

かもしれない。この場合､論理的な半分が

関わゐ必挫はほとんどないだろう‐しか

し、ひとつの胆孝の過概に両方の脳が関

与するほど､その思捗ﾉJが強まるようだ。

「Iri冊は一見にしかず｣という吉紫の通り、

論理的思考

Chapter6ビジュアル的に考えることにしよう

■
■
巳
Ｏ

Ｉ

｢厩む』という行為では.騒

の半分がテキスト涯処理
し､もう一方がそのテキス

トに意味を与える記憶を

呼び超こす

「Ir柵Iは一見にしかず｣という言柴の辿り、ひとつの誰は百の胃莱にl鵬敵するほ

どの〃がある。実際､コダック社の技術者は、ひとつの絵には800万器とＭじ価仙

があると川･卸している彼らによれば､鎧商の解像度でスキャンした３５ミリのカ

ラーネガ・枚分のデータをデジタル的に係がすあには、〕鮎I卜の全文を保存するよ

り多い3.1メガバイトもの肥憶容iitが必典である人ⅢIが記憶している絵はさらに

Wi細であり、フィルムさえ記録できないニュアンスを識別できるのだ。

それほど大ｉｔのデータを視覚的に保存する力が｢心｣にNiわっているのであれ

ば､友述の礎の色を｢茶色｣というiii語で思い11'すのではなく、心の中にある友人

のイメージを呼び川しているように兄えるのは、少しもｲく思縦ではないだろう

,『熊というものは､祝党的に保存されている充全な概念のための,i､,冊的な符｣.で

しかないのだ。

こういった細臓は感弛的な人ﾉJに依存しているが、ビジュアル思拶は嘘弛だけ

に111米すゐものではない！



論理的思考
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記憶のすべてが

ビジュアルではない
今伐は何時に食１Fをする予定か？ちょっと考えてみよう。それを考えようと

したとき、心の中には想像上の'1識|･の文字盤が夕食時を指しているのが兄えるだ

ろうか患それともあなたを待っているチーズを乗せた2009のステーキが焼けて

いるだろうか｡食事の前に済ませておくべき仕事や､その仕事場が見えるかもし

れない。しかし、食事をする時間をぷす数字が見えることは､多分ないだろう

ポケットの財ｲWに、いくら入っているだろう？この前の給料１１にもらったパ

リッとした２０ドル紙幣と、次の給料の前１１に残っていると思われるいくつかのコ

インのIHIのお金が目に浮かぶことだろう．ドルのマークや金額を示す数字ではな

く、紙幣やコインが見える可能性が高い。

今11は(i1Illだろう次の准生Ｒはいつだろう。計紳:す為のではなく、心の'１１に

このふたつの１１がどれくらい離れているかをイメージしてみよう。心の11は､抽

象的ではあってもカレンダーやリストの形をしたものを映し出すのではないだ

ろうか。あなたが持つ時間のイメージを、他

の人のものと比較してみよう。週、月、季節、

年という雨紫から思い浮かべるものが、人に

よってどれくらい災なるかを知れば蹄くに述

いない。

イメージは概念に意味を与える。前に使っ

ていたデジタル時計を恩い川してみよう。そ

れをアナログ'1楠|･と取り枠えてしまったjIl1

HIは何だっただろう？デジタルの方がIﾘ,雌

であったことは確かだ。しかし新しいアナロ

グ時計では、文字盤をチラシと見るだけで、

鯵えなくても時間がわかる(脳16.2参照）摘叫

的な心は樹を兇るのだが、アナログ的な心は

森を見るのだｃ
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アナログ的
思考

瞳理的心が膳麗さ芯取り

扱うのに対して.アナログ

的な心は厳密さでは劣り
ながらも､より恵陳のある

データ歴取り型う

「今､何時？」という質問に対して、「１０時41分37秒だ｣と答える人がいたら、あ

なたはどんな印象を持つだろう。「１１時15分前くらい｣とでも答えてくれた方が役

に虻つし、もどかしさも少ないというものだ。

こんなlli純な概念を理解するのに､何年もIUIl緋を受ける必要はないビジュア

ルで考えることをわざわざ学ぶ必要などない可能性が商い必要なことは、これ

までの仕1Fを皿じて教えられたこと、つまりビジュアルによる記憶を言巣に翻訳


