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が布希だ｡その他のロ的別フォンI､としては、「ｆｉ１｝き文'j‘:｣、「ラベル川文'i:｣、

｢スコアボードの政？j'9｣などにビッタリなものがある。この分罰リストをきちんと

つくろうとすると、めまいがするほど長くなるｃどんなコンピュータにも数面の

フェイスがセットされているのが一般的だし、既存のフェイスの変更も含めれ

ば､新しいフェイスは耀日のように剛作されているのだから。

適切なフェイスを選択しよう
どのフェイスを週ぷかは、「美学｣のⅢ1皿だ。・方どの系ﾘを使うかにlNlして

は､「どう蹴まれるか｣にかかっている。新川では本文iII:体として｢セリフ｣を〃lい

るのが恒例だが､見出しの文字には｢セリフ」と｢サンセリフ｣のどちらも使える。

伝統的に見ると、「売店での販売を砿視する新聞｣が見出しに｢サンセリフ｣を使

い、「宅配を重視する新聞｣は｢セリフ｣を使うという域向がある。「サンセリフ｣は

遠くからの視偲性に優れているため､速くから光府を見たときに)ILM1しがlliZつ

というわけだ。「セリフ｣は目立つという意味では｢サンセリフ｣に劣るが､晩みや

すさにおいて勝っているので､見出しの理解度は向上する。広告や広報の分野で

は、機能性よりむしろ｢好み｣によって、このどちらかを選択している。

ただし、このフェイスの熊はグラフィックスの効果に、ある影智を持ってい

る。グラフィックスを｢売店で折りjRなりながら、ｎ分の御を聴いてもらうため

に叫んでいる断lM1の－１m｣の縮小版だと考えてみよう。疏省がわざわざグラ

フィックスを探すことはほとんどないので、グラフィックスの方が読者を引きつ

けなくてはならない。そこで｢サンセリフ｣のフェイスを避択する意味が洲てく

る。グラフィックスに火最の文字を使うことはほとんどないので､サンセリフに

よって鋭みづらくなるという心配は無川だ。
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新聞のグラフィックスに使う文字スタイルには､驚くほど－１‘〔性があるのに対

して、他の出版物のグラフィックスでは､過激なまでに多橡な文字スタイルが使

われている。新聞のグラフィックスでは、兄出しにサンセリフのボールドコンデ

ンスを指定し、本文に同じサンセリフでも椎めのウエイトで、コンデンスの度合

いの低いものを巡ぶのが・般的だ‘,lxllO,5のように、兇ⅢしにFmnkliI1G⑪lhicや

IIelwticaBoldCondcnscdをⅢい、本文にはlibIじフェイスのボールドでもコンデ

ンスでもないものをM1いる新聞も多い。

AssociatedPress

HeIveticaBoId

Kni9ht･RiddeIbT『ibune
HeIveticaBoIdCondensed

車堅＝＝画エ圏兵エ司幸、。唾二

Ｏthe『newspapers’
F『anklnnGothicBoId

Anditsaccompanying
lO-pointnomlaltext

Anditsaccompanying
lO-poin1noImaItexl
orCondensedtext

＝ 一 画 一 － 一 一 一 一

AnditsaccOmpanying
1OLpointno『maItext

斬聞以外の出版物のグラフィックスの文字スタイルには多棚性があるが､新聞のグラフィックス
はどれも大体似たよう芯ものだ

どれがお好みかな？ここでひとつだけ選んでおこう。グラフィックスに使う

文字は､記乎の兇川しとは対照的なものを選び､同時に写典のキヤプションに使

われる文字とは協i淵性があることが人111だ．グラフィックスのフェイスは、同じ

紙1mで使われているフェイスに応じて、「統・性と協調性｣を印象づけることが必

喫である。

フォントを選択するときには、コンピュータを使って文字iWiを狭めた｢手製の

コンデンスバージョン」を使うという総惑に負けてはいけない-マツキントッ

シュヒで｢人逓フォントを創るフランケンシュタイン仲1:｣を油じることは而叩

だが､結果的には、フォントデザイナーがコンデンスを美しく兇せるために行っ

た、デザイン上の１次を台無しにすることになってしまう。

同１０．６では､股初からコンデンス(文揃Mの狭い脊体)のために枇計されたフォ

ントと、齢Ⅲのフォントの水平比』#《を狭めた偽コンデンスを比機している,コン

ピュータで脚勤作成した偽コンデンスは、飛致がエレガントさを欠いており、縦

1とで横線だけが太い火雑把な文字に見える､これに比べて特製のコンデンスフォ
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’'卜休のサイズはポイントという１１１．位で計られる１ポイントは１パイカの12分

の１に州､!ｉし、１インチの72分の１にL'1たるサイズを公式に‘il･るには、大丈'i･:の

てつぺんから、小史字のベースラインの下にIllIびたディセンダの部分までを,1Ｉ．
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蛎耀’
や今

HeIveticaBoldCondensed

lHIeIveiicaBoldCondense【Ｉ

ン1,では､侭雅で激|‘xlが感じられあ‘IＪ１にｉｉ:|｜しよう１(i｣‘L''1りにフガントを,脚碓化

したとしても、激少ない熟純のタイポクーラファーだけしか虻づかないかもしれな

いこれは記荷が引用文をｲ''1造しても、ほとんどの人が虻づかないのと似てい

るすなわち、これはプロフェッショナリズムに間わる問題なのだ

さらにブォンノ･の避択では、このパラグラフの効製として純われているよ

うな〃胴Ｖした,ＭＩｆを/Wう／という,勝惑を.忠ｲﾉ･ようＩノーマンフェプスの測

献をイタノルク(雌I"“ﾉと呼ぶ!ほかのフェイスの御肱は、コンと･ユータ

によって呼び行オ趣うこともあるか､技術的には･ブリークrOb血uGs）と

呼ぶのが正確である呼び〃はどうであれ、餅御したJ*砧では/読みやす

さ./も伽‘鯉/Ｗも捌なわれるこれは旋脚なﾒ鱈だ人/‘が阿藤ﾁした,＃胸を

戯脚のために随いたがるのだからイタリックやオプノノークは、共JWWこは

戯,〃するどころか峻雌にしてＬまう。斜泳を陣･〕ことでﾉﾉﾉしたかった効焔

は、ボールドサンセリプにすれば笈現できる、

ＩⅢ

デザインされた
ボールドコンデンス

電子的に胃体を長体にすると､オリジナルの優美な重致を歪めてしま言
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るしかし､現拠に一個の文‘i:がどの翻度火きく兄えあかは､その｢ＸハイＩ､｣､す

なわちベースラインから小文字のてつぺんまでの間さに大きく影騨される(凶

10.7参照)。

36淵tｓ ,IEx芯'e‘,伽
▼

別…~‐全
Fuiurqhqsqsmqllx-heigh↑Ｆｕｉｕ鱈のxﾊｲﾄは小さ
Helvetica'sx-heightisiarger;淵釧醐

同じポイントの文字でも､｢X八イト｣が違うと大きく見えたり小さく見えたりする

文字のポイントサイズばかI)にｲlliらわれていてはいけない｡むしろ兄た11のバ

ランスに気を陥ろう。グラフィックスに使う文字は､ほかの文字に比べて１１１群あ

るいはやや大きめくらいに｣,,!』えX>ﾉﾉがよい｡そう兇えさえすれば､９，１()、ｉ１，１２ポ

イントのいずれであろうと''11題ない

スクリーンを設定しよう
今１１のビニ,､リンツアーf,tの’災’蹄(wiImcr)が､Iﾘ111は卿j,雌の１，.蚊き(linur）

になっているかもしれないグラフィックスのデザインをする人々 は、このこと

を念頭に拙いておくべきだろうこれは｢仕事がはかないものだ｣という祇味では

なく、「その作IHIがもっとも安くて描てやすい紫材に叩MIlされる可能性がiWiい｣と

いうことだ、レシ|･ナルド･ダ･ヴインナは、彼の優れた作,１，１iのいくつかを,1,．い板に

描いたのは陥かだが､彼にしてもトイレットペーパーにMiかねばならなかったこ

となど一度もないはずだ唇新聞紙は、このトイレットペーパーにもっとも近い性

質を持っている

まず沈賦が必'腸なのは、グレー階IiMIの付け〃であるコンピュータとレーザー

プリンタ'よ､５〔)nから95(｝I〕までのグレーに余附を排って対I‘侭できるが､WilMlの印刷

機となると、AI､!ベタとlz1の間に２段階のグレーを再現できれば幸運なくらい洲更

が低いｃ
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たとえば次の似Iのようにグレー附加M1を念むグラフィックスだとＩ

７０．８プリントしたときはこうでも

１０％２０％３０％４０％５０％６０％７０％８０％９０％

|･･の似lのように''1とグレーと！MにはつきI)分かれて印'''１される''１．能性が商い

０．９読者にはこう見えるだろう

白１５％ ３５％ 黒

１５《）《》ｲﾐ油のIﾘ｣るいグレーを11｝すために仙われるスクリーンには、ごく小さな

ドット(点>が使われており、|;'１１MＩする際にドットが飛んで11;碓なグレーを|I皿で

きないlIj・能性が商い｡逆に50《'6や60《）０以上のスクリーンでは、ノくきすぎるドット

がつぶれて広がり、黒ベタのようになってしまう傾向がある

製作部lIljの担､'１背が極めて注蹴深く、しかも非術に問性能で連l虻の通い印刷欄

であれば､納来はもう少しよくなるかもしれないが､それを期砕しない〃がよい

だろう。できれば同10.8のようなグレー階調の印刷見本を、災際の印刷機で刷っ

てもらう〃法を探そう。それが無期であれば、グラフィックスのさまざまなグ

レー階Iﾘﾘがどう再現されるかを追跡IillW1fし､それに雌づいてグレーパレットを作
成しよう。

それができるまでは、|xIl().9の'J〈峻に従って、''１，１５('(,1W後のグレー、３５･bIMI後

のグレー､蝶ベタという４紘頬の階測だけを使うようにしよう

1４５
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すばらしいとは限らない

カラーの世界
拠川に耐えうるカラーバレットを作ることは、はるかに難しい。カラーは､lllli

lm上では途き通るように、繊細に見えるということをまず認磯しよう。これは

｢そう見える｣だけのことなのだ。コンピュータでは、レッド、グリーン、ブルーの

光を投射することでカラーを再現している。これに対して印刷されたページは、

シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのインクを挽ぜ合わせることで、カラーを

１１)現しているのだ‘』コンピュータの阿而では、レッド、グリーン、ブルーの光を投

射するIitが州えるほど、イメージはlﾘjるくなる。IlIIiIiIiで純粋な白をつくるには、

レッド100％、グリーン100％､ブルー１００％の光が必要なのだ｡印刷機では、シア

ン、マゼンタ、イエロー、ブラックのインキの敵が期えると、イメージは逆に暗く

なる。純粋な黒をあえてこの方法でⅣ現するなら、シアン10090､マゼンタlOO9ij、

イエロー100％､ブラック１００％という比率になるだろう。

つまり「コンピュータと印刷機は同じ言葉をiI1iしていない｣のである。それでも

Ｊ１終すれば､「印刷結果に近い色｣を画面で再現することはできる。しかし、そう

いった,淵終を行ったとしても、印刷された色はiIhimで見た色合いとかけ離れてし

まうものなのだ･

このIMl題を凹避する方法は、いつも使っている装枇を使って､必典なカラーの

組み合わせをすべて含めた、カラーのテスト印刷を行うことだ。カラー印刷の費

川を払う以上､テスト印刷のための苫干の追加費川は認められるはずだ｡テスト

が光成したら、その結果によって洲盤する方法がわかるだろう。その締采が川る

までは、次のテイップスを利川しよう。

●シアンとマゼンタのパーセンテージを、ブラックの場合と同撒に１５･６，

３５０h,１００９６の３段階に限定して使おう。この２色に関しては、第４の階調と

して､５０９６を加えてもかまわない。

●イエローは､309(》とl(X)％だけで利川する。イエローの場合､''１途半洲な階,側

を術定すると、ベタになるか、まったく見えないかのどちらかになる'11能性

が高いcせっかくのIﾘIるいイエローが消えてしまわないように､3096のイエ

ローに１０％のマゼンタをIjllえてもよいだろう。

●色合いを111Vくしたければ､ほかの色ではなくブラックを加えよう“少１１tのブ

ラック(１０％または20％)を加えることで、シアンを蹄くしてブルーに変える

ことができる。これによって、シアンにマゼンタを加えた場合、ブルーでは
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なく紫になってしまうというリスクをl側l避できる。同じことは､マゼンタに

ブラックを加える場合にも言える．イエローをマゼンタに加えると、赤では

なくオレンジに見えてしまうというリスクが回避できるのだ‘，

●茶色と、ほかの３色、４色の混合は避けよう。クレヨンに入っているBurn（

§icImm(焼きシエナ上色)のようなIllIIIl的な茶色は、印刷の雌初のうちは緑

で､終わりの頃には紫になっていることがある。そんなことになれば､「焼き

シエナ土色｣を印刷するどころか､拙当荷が火傷しかねない

現爽の11t界に存在しないものを、どんな色にするかも大きな裸迦である。海な

ら１１f(拠際は青くなくても)、建生は緑(隣家の芝′kの方が緑が濃くても)、今日こ

こへ来るときに無視した(”･の色は赤と決まっている。しかし､吹き出しやバー

チャートの色となると、どうだろう？そういうものはどんなカラーにするのが

､礼いのだろう？

この畦川については、‐オレンジ･カウンティー・レジスター"のクリエイテイブ

ディレクターであるナネット・ビッシャーが､次のティップスを提供してくれた。

●カラーは感情にかかわる。レッドやイエローは記憶や感情を&I慨させる傾

向があり、グリーンやブルーは感愉を釧めてくれる．「水道の水が汚染され

ている可能性を瞥簡する」グラフィックスなら、レッドやイエローを川いる

のが妥当であるc「金利の下落に関する緊忽性のない愉報｣を怒愉抜きで伝

えるグラフィックスが、ブルーやグリーンを仙う理由もここにある。

●カラーの噌好は､「年齢､民族性､地理｣と緊密な関係がある。その川版物が

流通する地域のI‘I然界の雌糾となる色をI叫べよう。自分が他む家は､舷しい

空､砂、ターコイズブルーやオレンジの、ネイティブアメリカンカラーに漁

ちあふれた卸かしい南内部にあるだろうか？それともビジネススーツのグ

レーブルーやブラウンがIEIに付く、アメリカ北東部の冬めいた灰色の中に

閉ざされているのだろうか？読将のパーソナリティと化堀境に適致した堆

本カラー体系を使うようにしよう《,そしてそのカラー体系は､弔肺に合わせ
て適宜変災していこう。

●製作上の制限範囲内で可能な限り、単純なレッド、ブルー、イエローを使い

すぎるコミックブック的な外観を避けよう。新しい階調を試してみるのも

よい。‐ＴｈｅＣ《)l(〕rM5lrketinRGmuI).･によれば、レッドーオレンジ、ブルー

一グリーン、レッドーブルーの色介いが流行だそうだ。
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業界用語を覚えよう
言諦に|M1してはフランスが岬を抜いている。iIi冊はフランス淵辞ﾘ|↓に加えられ

る前に､注患深く調在され吟味されるのだからインフォメーションデザイン?１１

の川冊は､あまりにlfI:弛的すぎて迩味ｲく明に思えるものすらあゐフランス僻と

遮って､帆格や叙想法を州此なくてよいのは稚いだが､覚えておく価値のある

いくつかの川棚があるのはWIwかだ(例10.10参照)。

TOaKIingoIn，
ｔｈａｔ，ｓｅｎｔｅｒｔａｍｍｅｎｔ１

逐一見出し(Head】

AnewStarnO跳制lx1yCO“IUdes1halⅥolenCelsafavoIed
brmolenmrmInmenlOnllleI《1inRonhOnlowolIdぐリード(Chatter】

AM･Ｉage…eafingsawoekl到一

Beatlngup．．．Ａｌ""ｈ”‘'、'“､師｡'鮒‘'Irj上届

nｎＯｎｐｍｙ

anoIgI1boI

arCIatIVe

I

.．BpnSSerby

鰯

目

MnkIngIoVe
nn【IWnrofter
nrO1hOsanno

夕 ’６

４
』－－

腹き文字(Reverse】

ラベル(LabeI】

次き出し
(PointGrbox1

背景パネル
(Tonepanel）

Ｋ１ＩｎｇｏｎＴＶＩ

卿.…….凪．;細細繍膿一（B1urbbox）

Fo『cⅡ１８somGonembathe
（Dropshadow）

１Ｍ鴫!｡g･‘｡､‘Am"I…I副‘1W･鱈、ドー繍鼎edboIdl
AIlOthOrfOmlSOfentOr面jboDoO【０ｍＩ

Ｏ勘５ ソース＆クレジット

…,P⑭畠幽、“Ｒａ口武RwJr…』$、,刺f』岬１回…にby,地1吋ﾄー (Source＆Credit）

グラフィックスの各部を表す名称を示可．

この隅Iのように、すべてのW雌喫素を入れることをIi的につくられたグラ

フィックスは例外であり、通附はこの中のいくつかの要紫を使ってグラフィック

スをつくるものだ｡これらの冊成要紫の必要ﾔl§を'J､すガイドラインは次の通りで

ある｡

必要不可欠な要素
すべてのグラフィックスには､強い見出し、11ﾐ碓なソース(出典)、IEltfなクレ

ジットが不!'1欠だ。この本の'１１には、ソースとクレジットが表肥されていないこ
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とがあるが､そのFMlIlは､ほとんどのサンプルデータがこの本のオリジナル作品

だからである。

グラフィックスの見川しは､ニュース記事の見出しを神くようなつもりで書こ

う。わかりやすく、邪爽に即して、「何に関するグラフィックスか｣ではなく｢何を

伝えるグラフィックスか｣を炎現した見出しを使って、グラフィックスのメイン

ポイントを伝えよう。

出典には､データの出所を砿要度の順に､そのデータを人手する過程の中継者

も含めてリストにする。たとえば､ＡＰ(AssociatedPreSs)から入手した商務省の

データを使っている場合は、「商務行｣と｢ＡＰ｣の双方をリストに入れる。

クレジットには、グラフィックスの作粁名と、作行が所属する組織名称を表肥

する。クレジットは単なる作者の自己満足ではない。グラフィックスを作成する

という行為には､データの解釈が伴なうものだ｡読肴には､彼らが読んでいる解
釈が､誰によるものかを知る椛利がある。

ほとんどすべてに必要な要素
この３つをすべて仙うグラフィックスは希だが､吹き出し､強鯛パネル､抜き

文字は､いずれも単体で｢グラフィックスのメインポイント｣や｢データの背後に

ある原因｣を明快に喪現できる便利なツールだ。これらはすべて｢紙而のどんな要

然よりも先に銃肴の日がいく」ものであることを覚えておこう。このツールを、

退屈な脚注のために浪費してはならない｡重要なポイントの鋭明だけに使おう。

グラフがビジュアル形式で伝えている悩報を、文字で放れて説明するときに使う
のが､ごく一般的な活用法だ。

太字強調は､疏者のＨがグラフィックスの内容をiIiしくたどるように導いてい

く、強力なツールだ｡上手に仙えば､主要な1W慨をIMIIiiiに押し川すことができる。

通常含まれる要素

グラフィックスが極蝋にiIi純なものでない限り、リードは煎饗な櫛成喪素であ

る。リードを使えば、ビジュアル的でない読肴にもグラフィックスの苛踊を説明

できるし、グラフィックスの跡２ポイントの手掛かりになることも多いのだ。

リードは見出しが伝えているﾘI実を説明すると共に、グラフィックスの残りの

部分が伝えることの｢まとめ｣にもなるべきだ。リードを使って、ビジュアルが伝

えていることを繰り返すのは柵わないが、ビジュアル以外の柵成要素の役割と砿
複してはいけない。

リードは３蝿で解脱した辿り、グラフィックスでもっとも桃uされるべき鋪２

ポイントを、二皿コード化(煎れて強調)するために利用することが多い。

1４９



1５０ Part２テクニック

必要に応じて使う要素
ドロップシャドー、トーンポックス､ラベルは､愉報を階層的に組織化するの

に役蹴つ。

ところで､データラベルはビジュアルとしてあまりでしゃばらないように、斜

体で災肥することがよくある。これは｢juIIfIではあるが､城せないわけにはいか

ない｣アイテムをビジュアル逆ピラミッドの下方に押しやるために、インフォ

メーションデザイナーが使う手法のひとつだ。

どの櫛成要素も｢見たロがよい｣という理由だけで使ってはならない。たとえ

ば､側10.10の背最パネルは､強捌パネルや吹き出しと背最とのコントラストを強

めて、ざらに強鯛するというｐ的があってこそ仙われているのだ。

ビジュアル思考を身につけるために

次のPnrtmで作成するグラフィックスのために、スタイルガイドを作

成しよう。このスタイルガイドの形式は、側10.1Oのように爽際のグラ

フィックスの余白にすべてのテクニックの仕撒を祥き込んだものに

する。必ず次のステップに従おう。

１．見出し、リード､ラベル､強凋パネル､吹き出し､抜き文字､太字強鯛､ソー

ス＆クレジットには､どのようなフェイスとサイズを用いるか？

２.背景ボックス、ドロップシャドー､グラフ棒は､どんな塗り色にするか？

ａ間隔やウエイトに関しては､どのような標辿を股けるか？

４.完成したグラフィックスの幅も考慮すべきである｡ほとんどの出版物に

は標準のサイズとグリッドが存在するので､この件は必須である｡椴遡の

コラム幅は新聞によって微妙に異なるが､一般的には１段のグラフィッ

クスには2インチ､２段なら4.2インチ､３段なら6.4インチ､４段なら8.6

インチ､５段なら10.Bインチ､６段なら１３インチくらいの福になる｡グラ

フィックスをこれ以外の幅でつくると、そのグラフィックスに合うス

ペースを確保できないと言う理由で､グラフィックスがボッになる可能

性がある。
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１

インフォメーショングラフ「ツクスの職略の立て方は学んだそしてツールに

ついてもおわかりだろう③ここからは、さ;fざまなﾙｸ式のインフオ･メーショング

ラフィックスを作成するための蝿伐的なテクニックを学びながら、これまでの成

果を実践に移してみよう。ここから始まるPart皿では、この革で脱明するグラン

スボンクスを始めとするi;1塊なグラフィックスの形式を順に検祁して行く。

グラフィックスの形式に名称を１Jけるという行為は､無,論人為的なものだ‘多

くの人は、グランスボックスをタイポグラフィの領域に分類するだろうグラ

フ、マップ､ダイアグラム(１２から１．１厳)は､すべて｢チャート」(側表)と呼ぶこと

もできる‐またシーケンス(15噸)は、タイポグラフィとチャートの両面を’1fね備

えたものだ。イラストレーション(16籾の場合は、インフォメーションデザイン

というよりアートに近いここで使われている満称は、この木の‘雛什にとって,Ｋ

喫な帆''1技術を指し'ｆすために川いあもので、グラフィックスを人為的にｊＷＷ１化
するためのものではないことをＩ値しておく。

峨初に準ぷべき卿111技術はビジュアル的なオーガニゼーションであり、それを

肌解するスタート地点としてグランスボックスに勝るものはない。

グランスボックスがその'l的を1&たすためには､その端にｲⅡ応しい効jM:を１､fつ

くきである。グランスボックスは、じっと兄つめたりサッと縦むのではなく、

G1ance（・兄)で情報の木髄を伝えなければならないグランスボックスに入れた

キーワードや文章は､紙Iniからバツと飛び出して読荷のロをとらえ、一瞬にして

内容を伝える役荊を持つ適切にデザインされたグランスボックスであれば､数

個のり聯だけしか使わないにもかかわらず､統櫛がグラフィックスやテキストに

11を通すべきか否かを即時に判断することができる。

チャート化するデータがないとか､作成すべきイメージがないという剛山だけ

で、インフォメーションデザインが不Iij､能ということにはならない,イメージが

一

ツ

ク

ＬＬ三。



1５２ Part３フォーム

ないときには、文蹴を組織化してグラフィックスにすることが、インフォメー

ションデザイナーにとってもっとも重要な挑戦と言える．

グランスボックスには次のようなバリエーションがある。

●パイオポックス個人の実絞や経雁に砿点を、いたリスト。

●ブレークアウト焚文のキーポイントを箇条沸きやチェックリスト形式で

強調する。

●ランキングアイテムの力関係を順位で示す。

●レーティングアイテムの力関係を数戯に吐き換えて示す｡つまり、三ツ雌

や五シ製といったランク付けで示すのがレーティングである。

●テーブル特定のデータの組み合わせを表形式で強調する。

これらのグランスボックスのバリエーションについてそれぞれ税明していく

前に、まずグランスボックス全般についていくつかのティップスを水そう。

グランスボックスというのは、３章で述べたテクニックを駆使して特定の対象

者向けにチューニングすることが､ほかのグラフィックスに比べて難しいもので

ある。グランスボックスにすべき悩報には､チャート化に適した散仙データは皆

無であり、ビジュアルなデータメタファで示すべきものがほとんどないので、シ

ンプリシティを高めることもできないのだ。このため、その仙報に対して｢個人

的な利害関係を持つ読稀｣にも｢持たない読者｣にも、そのグランスボックスの意

味を理解してもらえるかどうかは、オーガニゼーションとビビッドネスの度合い

にかかっている。しっかり狐練を獄めば､これから紹介する例のように、オーガ

ニゼーションとビピッドネスの双方を強めることは可能だ。その秘映は、単に派

手なアイコンで飾るのではなく、目を引くアイコンを悩報の邪腿にならない背景

上に置くことにある。

グランスボックスは､梢報を拾い読みする‘・インフォメーション･プラウザーた

ちの桃愈を引きつける威力がある。統者の大半を占める弧鞭なブラウザたちは、

而白そうな州報を求めて妃ＥＩＩの我面をザッと眺める。そして興味のありそうなも

のを見つけたときだけ､特定の愉報を徹底的に探す"インフォメーション・シー

カー鋒に変身し、紀馴の詳細まで検証するのだ。こういったインフォメーション・

プラウザの愉報収染に対する行動パターンを考えると、「亜妥度に応じた附層的

な組織化｣が必艇であり、「カテゴリー別の分IHi｣をしてはならないことがわかる

（図11.1参照)。

「陪脳的な組織化｣と「カテゴリー別の分類｣の迎いは何だろう？これを理解す

るためにグランスボックスを職歴害だと考えてみよう。仕耶を求めているなら、
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シー

Chapterllグランスボックス

カテゴリー別
カー

、 カテゴリー

追診事実

カテゴリー
事実

カテゴリー
事実

ブラウザ

弓

噌層的

カテゴリー

実

〃、事実
Ｐ

事

カテゴリー

事実
凸

事実

｢I,|分がほかの人よI)優れている点｣を採川jI1当汁に一見してわかるようにした

いものだそこで履歴書には｢28人の割ｉｌＩ家の符理持だった｣、「６つの食を獲得

した｣､「スタッフのトレーニングプログラムをIHI発した｣といったりi実を、１，奨

な順冊に｢階州i的な組織化｣にするだろうしかしいったん仕ﾘｉに就いてしまえ

ば､人'ＩＩ部にとって必要なのは将だの'|洲IをNMIべやすくしておくことだそこで

社Llの人{州州lファイルは､「勤続年数｣｢紬!』.｣｢促険｣といった｢カテゴリー別の

分荊｣で卿１Ｍされる。

気楽に眺めるブラウザ型採ﾉ川１１，１借であれば､脚鵬11:のカテゴリーよりも１１:火

に'1が行く４.雌の↑'１州iを求めて系統的に,肥戯を111Mくるシーカー〕Ⅲ人'川Ⅱ､'1片な

ら、カテゴリーを探してから１１災を1,,Lつけるだろう

シーカーノ(Ｉとブラウザ咽の違いを理解することは、グランスボックスを組織化

するために欠かせないコミュニケーション研究群Ｗ･ラッセル･ニューマンは、

人々 が-11にiりる↑州lの‘'１で､特定のWi報を追求した結采祥られるものは､わず

か1.59(,に過ぎないと推定している。つまり、|,何に関する憎報かよりも、「何が悩

報か｣を強く炎現するような組織化Ｆ法にした〃が､残Ｉ)98.5％のflli服を人々 にIj、

えるのに役'わということになる。

グランスボックスは、ほかの多くのグラフィックスと何様に､気莱なブラウザ

咽読汁のためにデザインされるもしもグランスボックスの中のW州｛が､すべて

シーカーヌ側碓ffを引きつけるもの､すなわち一部の人が強く求めるh'柵であり、

カテゴリー別の分顛が望まれるようなものだとするそれが確かなら、その11'慨

はグランスボックスに入れるべきではなく、その効果をより発揮できるような場

所､たとえば株Ⅲiやスポーツ結果を)股せゐような劃エケートリス1､“(ごく小さい

文'』．:の'１１>:たないリスl､）に入れるべきで〈I;>X)．どうしてもその１．i'州iを探したい

シーカーノ(lIif＃なら、その怖州を1,J‘つけるまで探してくれるだろう

グランスボックスは詳細を伝えるためにデザインされたものではない全体像

や宅要なり峡を伝えるものであり、それを一llで伝えるためのものなのだ

桶定の情報を探すインフ訂

メーション･シーカーは､自分

の劉べているカテゴリーに強
い興味を示す｡面白い情胴と

の出会いを求めて気楽に拾い
読みするインフォメーショ

ン･ブラウザは､情報そのもの

に引きつけられ､興味を約っ
た場合/どけさらに源い情報遊

収めることにな盛

1園§
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すべてのビジュアルは導

入ポイントの溌能種持つ‘

比較的大きなビジュアル

の場合.『支配的芯ビジュ
アル｣と『鋸２のビジュア
ル｣に分訓で世る.グラン
スボックスは偏小のビ

ジュアル聾淵となる伽向
が強い

Ｐ巳｢ｔ３フォーム

グランスボックスを．〃で幽解させるために

最適な利用目的：怖報の本質の強調

質的な関連性の我現

最悪な利用目的：統帥データのまとめ

IIt的な関連性の炎現

答えられる質問：誰が､何を､なぜ

よくある利用法：本文中で導入ポイントを,Jﾐすぐ同11.2参照）

節２のビジュアル１挺糸としてⅢいられることもある

典型的なサイズ：１～3インチ(３～７ｃｍ)柵

これより多少広いこともああ

主な課題：hIj報の単純化(３戦､この輯

グランスボックスが必災かどうかの判断(２竜）

主なテクニック：効果を計算したタイポグラフイ、勝に太字強調

（３『if，１０１，前）

アイコンがIZ､典なときもああ（６噸、８噸、９↑;f，この噸）

避けるべき誘惑：階増的な組織化でなくカテゴリー別の分類

２ー

導入
ポイント

支配的な
ピジュアル

ニ1戸
グ

ﾘﾑⅢしはコヨ

１

＝且

跡２のビジュアル
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バイオボックス

個人やグループ全体の実談を伝えたい時には、間11.3のような｢バイオボック

ス」を利川すあのが一般的だ．

３ー

Chapterllグランスボックス

このバイオポックスは.陳jWリ

とも言えるほど側い古さｵ１

たファイル転換し臆脚馴な
用いることで､ピピッドネス

巷高めている｡伝記的班爽な
機械的に並べるのは避けて、

キーになる精報だけを表示
したことに注目しよう｡この

グラフィックスの作成方謎
は､図１１．５で手順を迫って
脱明する

回独学の仕立て厘
回南部の民主党員
ﾘﾝｶーﾝと全国統一候補の座を争う

園撫職"鞭
回弾劾されて辞職しなかっ
た唯～の合衆国大統領

』２

バイオポックスでは、「その人は誰か｣という情報を綾せるより、「なぜ､その人

を選んだか？」を説明する。ある人物が何ｲ|§|Ⅱ１月何1.1に生まれ、どの学校に通い、

趣味は(''1かといったことは、その人物の111j机べ』ｆ供のような身近な人々 にとって

は叫味深いことだろう。しかし、そんなことを1肌せても、統特にはその人物に側

するグラフィックスを褐１１ｉｆする水､】iのj1l1llIは伝わらない。バイオボックスという

ものは､小さな文字で記戦したほうがよさそうなディテールではなく、令休像が

わかるようなキーポイントを伝えるものなのだ

２噸のスモールビルセービング＆ローンの例を思い出そう側１１.‘Iは、カテゴ

リー別に分頬ぎれた1洲iが､階肘的に組織化されたグラフィックスに愛』;j'する隙

子を'Jﾐしている。出ﾉk,家族状況､紋ffといった帆ｲえにある伝記的な1州i,つまり

｢その人は‘,ltか｣の税Ⅲjが出発点だ′その1‘I'州iをひとつずつ検証し、「なぜその人

物が現n狐味のｈｌ･象になっているのか？」という視点で分析す為。lxlll.‘Iの例を

1,,Lると、その人物の家族にIMIする111州Iには１Ｍ，Ⅱとの|川述ﾔl;はないが､牧介と維服

に関す為1‘11棚は！i'１'１iとのlMl辿において典味深いものであることが1111ﾘ'す為

このような”Niで再構成された怖報は、当初の｢カテゴリー別の分蹴｣から、

｢階層的な紐識化｣に変化している‐この｢階肘的な組織化｣によって明確に,】：され
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.４

為「メインポインl､｣こそ､「2人のり)述の人物紹介のグラフィックスを!Ｉ｡,Ⅱ''1に

褐'股する本当のJIl1llI｣を、磁什にJ11解させるためにｲ《Ⅱ｢欠なものなのだ。人々 は

文章を読んだ後で付属するグラフィックスを兄るのではなく、まずグラフィック

スを兇てから、そばにある文単を,雛むことを忘れてはならないカテゴリーの炎

,Jﾐは搾えめでよく、iii・に永唆すあ剛災で済ませ為ことも多い柵にjⅡ災なり｢ﾂﾐを

太’･膿で強く炎現することによって、ことの典|{lが処えてくる「枚fjsも維験もな

い地元の人気背｣に、「地M'１iの学雌と閲巡分111fでの実縦があるよそ汁｣が収って代

Ｉ

レックス

･ルーサー

途:1953年､ﾒﾄﾛボﾘｽにて

誰穆愈噺孫遥ばし

:鍵･…6”
－

窟試2:買手'二情詫与えよ弓

ジョナサン

・ケント

､/蝉;論て

雲淵蕊
麺:ｽﾓｰﾙ唾し高郷篭
GED Ｖ

塵毎２１あ噂たかE進入にして欲

しいと思う覇転人にしてあけ
よう

百名＞
この人運の情綴が璽要である理由:ルーサーがケントに濁りスモ
ールピルセーピング＆ローンの頭駁になるために採用されたこと

官訂

Ｒ凡Iは新しい頭取を採用する

'畠顎
レックス

・ルーサー

ゾメト口剥ｽを琴後･ﾊー
ドーでI縄AJ3I得

Ｉ/:澱ｽｾービｿグ種1鶴
ゾ譜寵職雛

褒罵璽童，

薄認
ジョナサン

・ケント

ゾ壷を通じてｽﾓー ﾙビﾙに
住むＯＧＥＤ露つ

ソ属璽圏”･遡貨屋のI蕊
を厘駄

8／ｺﾖー ﾃ腫会砺率風

Ｂ家君臨

入に望み琴

カテゴリー別に分顕され

たグラフィックスを､側

居的に組腫化されたグラ
フィックスにするため

に､重要芯事項にマーク

を付ける

わるのだ。カテゴリー的な分類に蝶づくグラ

フィックスを使ったとしても、,悦什がそういっ

た↑,'illiを胎い染められる可能性はあるが､それ

は隅々までじっくり,挑んだ後のことになるだろ

う。階肘的な組織化を行ったグラフィックスで

は､その梢報を瞬時に雛みとれるのだ

’灘'''.｡'で､注'’したいもうひとつの』l雌は、一

風変わったカテゴリーが鵬味柁燃な'1雌の洲列

に生命を吹き込んだI)、j吻合によっては肌解を

深めるためにも従立つことであるバイオポッ

クスを作るための情Wl収集では、「下粁はトラン

クス？それともブリーフ？」といった、ﾉ“Mから

外れた州Ｍ１をわざとしてみることだ喚総Iド､好

きなテレビ併組､お気に入りの砿など､「ちょっ

と変わった鋤Ⅲ｣によって人柄が浮かび上がるこ

とには、いつも驚かされるたとえば職の弧に

入っている髄lMlは、「仰人伝に19,分の満IMIが,股っ

ていると想像してください｜,1分の渦IMIに続く

100文'７:以内の人物紺介には、何と,11:いてあると

思いますか？」というものだ

（イオポックスには、側11.3のようなフフ・イル

や、似111..1のようなノートの叫線といった背蛾

が､必ずしも必要というわけではないしかし、

魅ﾉJの乏しい文字だけの災,j§になりかねないバ

イオポックスに、行餓を使うことによってビ

ビッドネスが加わることは砿かである対象入

り矢印のような雌小|災のアイコンによっても、I仰，物の写典や､IxIll..lの1ＮとＯＬ'Ｔの矢印のようなﾉＭ,肌のアイコンによっても、

棟の効果が期排できる
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.５塁方影を描く剛１１.‘1の背景になっているノートの叫線は、

均聯に配枇した直線を長方形に亜ねたものだ

同'1.3のファイルを模した背景は、これに比べ

ると少し郡Mがかかる。しかし、Ixll1.5と11.6で

1W脱するように、祈人のインフオメーシ罰ンデ

ザイナーであっても、これらのバイオポソクス

はiWlliに作成できるはずだ。

大きい四刈形にポイントモ

付け足し､重なっている腺
を剛葎する

一

フー

／回…･■
、１

－回画

与

捜饗した図版を純小する

÷

刈に丸みを付け届

前面
ﾔｰ

, （ 〕 ー 、

『

琴

ポイントを縮合す語
ノ

図-i１．３の作成手順

似111,3のファイルを枕した1ｆ蛾は、似放の｣と

方形で作成されている。

まず角に丸みのある長方形を描く，丸みのあ

る長方形は、専用のツールで描くソフトウエア

もあれば、牌通の長方形を描いてから角の丸み

を術定するjﾙ合もある描いた角ﾒLIjWIl形を似

製し、縮小してからナイフツールで半分にカッ

トする。この小さい四角形がファイルの出っ強

りになる。次にオリジナルの角ﾒＬｉﾉﾘ角形を１１雌

似製する１２分に切った小さいIILI/r』形の一ﾊ･を

オリジナルの/,ﾘ11に合わせ、もう・片を陵から

作ったｳﾉ【L四ｊ(〕形の左ﾉ11に揃える。大きい川ﾉ【‘

|ILI角形が小さい阿角ﾉ|診と交推するところに、ペ

ンツールを使ってポイントを付け足す。１Jけ足

したポイントをナイフツールでカットし、その

ポイントと小さいIJIl角形の端・ｌｊｊ:を紬介するこ

うしてﾉ<きいIILI角形と小さいIIq角形をそれぞれ

ひとつの同形に合成する。

iiiIIiWの側形を少し凹極させることで、１１１後の

述近姓をii＃1紫する前IIiと;航､の図形はWII〕色

の濃さに変化を付け、グループ化してから必典

に応じて11｣l転させる急ファイルの111つ雌りの部

里

鯉繭董醒呈

ｎ一
襖囲Ｗる

ず＝

ユ

リ･イフツールで半分に
分ける

、

「 ～

Chapterllグランスポックズ

四 与

勧リと「プロファイルjの
文字世付加してから回編さ
せる

率
'

星

Ｌ－‐』

フ
師
ア
レ
イ
も

ノ

Ｌ 』

分に、「プロファイル｣というグレーのラベルをIJI雌

これでfIf蛾ができたので、バイオポックスのlﾉ､l祥狩

１

与

中身の文字を入力し､亜
みを加えて立体鮒をだす

型

、
‐
一
…
函
〆

う
回
フ
ア
イ
坐

アンドリュー．
ジョンソン
蔀坪ｒｃ－

蕊
ユ

オリジナルの角丸四角形

をもう－度複製する

戸１

これで行蛾ができたので、バイオポックスのIﾉ1群を,j§す文'i:を耐価する！』すべ

ての文‘j鯵:が人ﾉ』できたら、鬼成したグラフｒツクスと文‘i:をグループ化し、少し

ゆがめて奥行きがあるように),Lせれば光成だ，
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鰯
ﾀ､

み‐＝一一写一一一一一ａ

ナイフツールと結合コマンドを用いる代わりに多り形ツール

を使うと、優雅ざには欠けるがほぼ同様のグラフィックスをよ

り耐Iiiに作成できる。不要な線の上に、周I州の似l形とl‘りじ蛾り

色に投定し、外径線を消した｢つぎはぎ｣をあてればよいのだ。

コンピュータで拙くときは､制作過栂ではなく股終的な外観が

物をｉｉうことを虻えておこう。

、

隠したい部分に合わせ

て図形を配園する。塗

りを加えて囲み罫を消

去する

ブレークアウト
半分が見出し、半分がグラフィックスの役荊を担うプレーク

アウトは、ベージデザインとストーリーデザインを隔てる｢見

えない壁｣の上にあるようなものだ。

似111.7のようなプレークアウトは､「行動計画の主饗な柵成要

素｣、「肥１１１の嬰点｣、「製１Ｍ,の:膿要な機能｣などを強く災現する。

このようなプレークアウトは、バイオボックスからバイオ(職

雁)の部分を取り去ったようなものである。バイオボックスと

の共通性をm視して、ブレークアウトのことを｢ファクトポッ

クス｣と呼ぶ人も多いくらいだ。

プレークアウトとバイオポックスの牒題はどちらもliiIじで、

｢カテゴリー別の分類を避け､階層的な組織化をする｣ことであ

る。こうすることによって、そのグラフィックスは一Nでわか

クス|になり得るのだ｡愉報を最小限に終即しながら、なおかつる｢グランスボックス｣になり得るのだ｡愉報を最小限に慾即しながら、なおかつ

過刺な叩純化に陥らないという月標を速成することは、ロゴやアイコンをデザイ

ンすることよりはるかに難しい。グラフィックスの読稀は、その横にある文敢を

まったく読まないことさえあることを忘れてはならない｡文京のすべてを読まな

くても、充分正確な愈味が伝わるようなグラフィックスを制作しよう。

実行すべきこと

●太字強鯛を使って､主要な事実を力強く表現する。

●特別な意味を持たない佃報は削除する｡その人物にとっての亜要な統計

資料ではなく、その佃報にとって｢核心に触れる｣碩実だけをグラフィッ

クスに入れる。

●インタビューの質問頭頂には､一風変わった質問を含める｡ただし､その

回答が対魚人物の人間性を垣間見せてくれるような場合にのみ、グラ
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フィックスに便用すること。

●ビビッドネスを高めるために､背景イメージや写真を使う｡ただし、それ

によってメインポイントがわかりづらくならないように注意する。

避けるべきこと

●カテゴリー別の分類｡その事実が含まれるカテゴリーではなく、「事実そ

のもの｣を強く示す。

●じっと見ないと理解できないグラフィックス｡長い文蹴や段落は使わず、

短いフレーズや箇条害きを活用する。

●バイオポックスを小さなエゲートリストで済むようなことに使う。

７ー ７

〆一畢曲厚ｆｂ率､‐＝、
将にブレークアウトに言えることだが、

階州f的な紐織化ではなくカテゴリー別の分

緬を川いる〃が正しいことも術にああそ

れは記1『の兇出しのインパクトが強烈で、

見た人が瞬時にインフォメーション・シー

カーに変身するような場合だ｡たとえば｢ほ

ぼ令11に'1'州iのﾉﾉきし悦受給そf格あり｜と

いった兇Ⅲしがあれば、グラフィックスで

は｢櫛硲は？」、「いくら提るか？」、「返金の

．F続きは？」といったカテゴリー別に↑,'i報

を伝える方が統荷に望まれ為だろうとは

いえカテゴリー別の分凱を柵かすには、I蝿

荷がブレークアウトを兄る前に、インフォ

メーション・ブラ ウ ザ か ら イ ン フ ォ メ ー

ション･シーカーに変わるよう、見出しやほ

かのビジュアル喫素を工夫するといった、

記ﾘ｛全体の厳密なデザインが必喫である

グラフィックスを除いた部分のレイアウ

トも、ブレークアウトなどのグラフィック

スがどの裡度のビピッドネスを持つべきか

を決める'1t災な喫閃となお‘プレークアウ

|､'よ、パイオボックスとllil雌に、もっとも

｢グラフィックス度Iの低いグラフィックス

Ｉ ゴ

堤

新型宇宙船
発射準備完了

その５年間の伍務

ヅ

ソ

l／

未知の新世界の探訪

未知の生命体と
未知の文明の探索

前人未踏の地に
踏み入ること

』

このブレークアウトは､ごく一般的に使われるものであり､クリッ

プボードを蝋した聞景がビジュアル的荘ピピッドネス遊澗出して
いる｡太字弧削げ剛層的芯組織化悲強脚するために便われているこ
とに注目しよう⑥このグラフィックスの作成方法はこのI側の終りに
ある図１１．９で手順を追って説明する

1Ｈｇ
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ビジユアル的なピビッドネ

ス恋出しても出さなくても、

同一のコンテンッ電表現で
盛 る

Paは３フォーム

であることが多いプレークアウトは組織化されたテキストからなるものが多い

が､色合い、箇条許き記号、アイコンといったビジュアルビビッドネスを持つ嬰

素も含まれる(同lL8参雌）グラフィックスのビビッドネスを決定する要因は複

数が在するが､そのグラフィックスが川いられる出版物の全体的なスタイルは、

111でも大きな決定腿IXIとなゐ，..'･ＳＡ卜↑ｼデイ，､に使うとすれば､似IlL8の/IimIlの

プレークアウトでも地味なくらいだが､‘､ニューヨークタイムズ‘･の・1mであれば

ｲi端のブレークアウl､でも派Ｆすぎるくらいだ。とはいえ全体的なスタイルがｌｌＩｌｉ

－の決定典悶ではないコンテンツ(lﾉ1群)やその記事のIMI後にある要素も、決定

'卿川の役判を排っていゐ。

'霊Ｌ

。…塑鰹裂亨駒縛騨遥＝

新型宇宙船

発射準備完了

その5年畑の圧瀞

I/未知の新世界の探肪

(/製瀧藤索

'/聡驚聖に

』Ｌ 』Ｌ

趨錘蕊鍾

和聖子画肘同

発射準備完了

そのS卿Vの＃砺

1/未知の斬世界の探訪

'/鶏:謡鴎

'/m絞鯉に

中冊

和聖子田月日

発射準備完了

そのS項〃のfZ誘

回未知の新世界の探訪

■未知の生命体と
宗知の文明の探索

■前人未踏の地に
踏み入ること

コンテンツの排つ役iljllは、そのi§脳の吋象,洗荷に応じたグラフィックスの

チューニングに関辿して<為。３ﾅｉｆで解脱したように､読稀の利害関係にかかわ

りが薄い上題ほど、グラフィックスは強いビビッドネスを求められるのだ。とこ

ろが､内容的にはビジュアルビピッドネスが必鰐でああにもかかわらず､わざと

擁えめなデザインにすることもああそれは、I1d1lIのIiiI後にあるビジュアル饗架

が強く働いている場合だ全休のレイアウトを見渡したとき、すでに｢上記的な

ビジュアル要素｣や｢第２のビジュアル要紫_Iが存在している場合には、ビジュア

ル的な｢ボリューム｣のバランスを取るためにグラフィックスを小さな導入ポイ

ント穏度に抑えることが求められあ前後にあるビジュアル喫茶を無視してビ

ピッドネスを強洲すゐと、碓什を｢騨人｣するのとIIilじくらい｢追い出す｣効果を苑


