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あなたがここまで'能んできた内容は､↑１１i報をl1f休的にとらえ、コンピュータ化

されたもっともiIijIil･なツールを仙い､flWllをビジュアル的に仏えろ〃法でああ。

その内祥はここで・変するかもしれないが､心配することはない。この「イン

フォメーションデザインに関する本｣で、これから「イラストレーション｣という

主題を扱う理山は、イラストレーションで行うべきことを説明するためではな

く、イラストレーションでやってはいけないことを説明するためなのだから

このイラストレーシヨンに関す為|W|ﾘIな倫碓を脚H1するにあたって､jIt初にIlI

し上げておきたいことがある。私には、今ｲｆ庇の新聞デザイン|〃金のイラス|、

レーションコンテストの入選作品を紹介するつもりは毛蝋ない。また、私はイラ

ストレーションのI1f典的な傑作を、アリストテレスがギリシアの補術の酸っぱさ

に耐えながら聯え出した､エートスやパトスといった押湖りな倫ﾇ11に照らして分
析しようとも思ってはいない

これまでのサンプルグラフィックスは、剛Xl的に｢もっともJAL水的な技法｣を

使って作成してきた｡たとえ小学校以来進術の授雛を受けてなかろうと．１０年Iiii

には姫新型だったコンピュータを使っていようと、コンピュータのマウスも含め

てネズミというものがすべて雌いであろうと、多少の忍耐ﾉJとI‘ILL批判的な視

点､そして皆二|:の糾ｆＷＩ昨llIjさえあれば、これまでのサンプルグラフィックスは、

すべてあなたの能力で作成できると思ってよい』実際にやってみるのが．締だ｡

この水のために私が辿択した｢異例｣な祇餓のひとつは、グラフィックス分野の雌

lIjIiのfiFたちの作lYIで'蝋枠を鮒かすことを避け、むしろ｢iii純で述成111．能な11標」

をl伽iに川そうとしたことなのである文'1;tを￥:ぼうという人々 に、従米文学の

ＩI&細能作である｢１４I鈍_|を一冊手渡して､「こうiiHﾅぱいいんだ｣と好げるようなこ

とはしたくない。1$iI嫌に､「ビジュアル言研の使い方｣を人々 に教えるのに、「陣火
な典術作品だけを),Lせあ」という祇法を採るべきではないだろう，
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しかし、イラストレーシヨンについて鐙ずるには、このようなインフォメー

ションデザインの教授法はあてはまらないのである。なぜだろう？蕪本的にイ

ラストレーシヨンは、インフォメーションデザインに含まれないからである。実

際問題として、イラストレーションはインフォメーショングラフィックスの一部

ですらないのである。イラストレーションは、‐タイムズ･オブ･ロンドンーのハロ

ルド･エヴアンスが訂うように、「フレーバーグラフィックス｣(件I)のグラフィッ

クス)なのである。

イラストレーションは、グランスボックス、グラフ、マップ、ダイアグラム、

シーケンスのいずれとも汎なり、「具体的な怖慨｣を取り扱うものではない。むし

ろイラストレーションは､「微妙な感愉の世界｣を扱うものである。それによって

ある棚の雰朋気を生みだし､想像を掻き血て､抽象的な事柄に解釈を与え､気分

を伝えるものなのだ◇これとlIjlじことを､写真では｢現実を記録する｣ことで実現

している。しかし、イラストレーションはこれを｢現実の制限に縛られず｣に行う

のである。

優れたイラストレーションの作成には､「空'111､質感､線､榊成｣にIHIする技術的

知識と芸術的表現力が必要だ｡これらのことを｢芸術表現を自在に操る自信｣を獲

得するまであなたが学ぶとすれば、この数貞の''1では不可能であろう。そこで

「イラストレーションの作成方法｣を解説するよりは、むしろイラストレーション

は｢何でない｣のかを説明したいと思う。

●イラストレーションはデビクション･ダイアグラムではないデピクシヨ

ン.ダイアグラムは､実賊可能で具体的なりI実を扱うものだ｡デビクシヨン・

ダイアグラムを｢没画的｣に、あるいは｢イラストレーション嫌式｣に歪めて

みても、イラストレーションに変化することはあり得ない｡そんなことをす

れば､「アート的な棚式｣の排つビビッドネスによって、オーガニゼーシヨン

やデータメタファをうち消してしまう、「質の悪いデピクシヨン･ダイアグ

ラム｣に成り下がるだけだ。イラストレーシヨンは､デビクシヨン･ダイアグ

ラムの見栄えのよい代用品ではない。イラストレーションは、デピクショ

ン.ダイアグラムが不''1能なときにのみ採川される選択肢である。コミュニ

ケーションという見地から碁えれば､具体的な愉報という「ステーキ｣を提

供する方が､芸術的な｢ステーキが焼ける音｣だけを提供するより優れてい

る。怖報があるのに伝えなければ､即爽のみを提供する｣というコミュニ

ケーションの責任の放棄になってしまう。

●イラストレーションは巨大なアイコンではないアイコンは典体的な耶物

や概念に首及する「牌過的に理解されるシンボル｣である。イラストレー

ションは芸術作品であり、その解釈は見る人の感傭的反応に依存する。アイ

コンにとって大切な明解きは、イラストレーシヨンから雌懇されるもので
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ある。イラストレーションのメッセージが､結果的にアイコンよりも強力な

こともある。イラストレーションは｢それを見る人との感慨的交流｣に基づ

く、極めて深遠な表現の可能性を持っているのだ｡このようなことはアイコ

ンには侍Ｈ期待できない｡アイコンの長所は､その｢効率｣にある。大きく描

かれたアイコンの効率は､小きく描いた珊介とほとんど雄がないのである。

●イラストレーションは写真ではない写典がイラストレーシヨンと同様に

感梢に脈えるのは事実だが、イラストレーションは｢抽象｣を扱い､写真は

「現実｣を扱うものである。現実11t界でよくお'1にかかるような物にしか兇

えない絵は、イラストレーションとは呼べない｡それは写典の裡製か､作祈

がオーガニゼーションを怠ったデビクション･ダイアグラムである。が其の

方が｢侭蝋性｣があり、デピクション・ダイアグラムの方が悩慨力があるの

に、なぜ絵を描く必要があるのだろうか｡砦術のＨ指すものは感怖である。

グラフィックスの目指すものは梢報である。そのどちらをも含まぬ絵は、

「悪しき裟術｣か｢悪しきグラフィックス｣のどちらかであるか､多くの場合
その両方である。

上記のすべてを読むと、２つの当然の疑問が柳いてくるだろう。イラストレー

ションは本質的に悪なのか？それを必要とすることがそれほど希なら、この論
縦に時川を側やす理由は何だろう？

「イラストレーションは魁｣ではない。休大な締と川様に、「休大なイラスト

レーション｣にはそれが占めるべき地位がある。しかし、インフォメーションデ

ザインにおいて関心を持つべきことは、「読粁を楽しませること」ではなく、

「メッセージを伝えること｣のはずだ。イラストレーションが､その倣文的な特質

ゆえに文蹴に添えられることもある。この方法で強力なコミュニケーションが成

立する可能性はあるが､通常のコミュニケーションにおいてニュース把りIを詩に

する必要がないように、イラストレーションを使う必要はないのだ。

不幸にしてほとんどのインフォメーションデザイナーは、このようなガイドラ

インに照らして、あまりにも頻繁にイラストレーションの作成を嬰求されてい

る。仙川の｢ビジュアル的文盲｣にとっては、「文京でないものはすべてアート｣な

のである。おそらくグーテンベルク以来の軽視のせいで、この本が専門的に取り

扱っている釧域であるインフォメーションデザイン全体を無視する傾向が強い

のだ｡その結果､仮に芸術作肋を職せるのが正当だとして、アーテイスティック

なデザイナーの作成すべきものを、インフォメーションデザイナーが作成するこ
とを強いられているのである。

結果として、「メッセージを伝えないアイコン｣、「現実を伝えられない過度に

様式的なスケッチ｣､「ドローイングの技法に捕らわれた、オーガニゼーションが
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不|･分なイメージ｣といった､悩報としても芸術としても槻能しないデザインが

氾濫することになる。

インフォメーショングラフィックスに側する書物で､あえてイラストレーショ

ンを取り上げた理山は、インフォメーションデザイナーに｢彼らの語業からイラ

ストレーシヨンという１１i州を抹澗する」という爽力行使を'J:唆することにある。

特に新llHにおいて、イラストレーシヨンが怠慢なジャーナリストの安易な逃げ

道になることが多すぎる。デピクション･ダイアグラムの作成に必要な梢報を探

し出したり、写真撮影の対象となるような人に会おうとせず、「怠慢なジャーナ

リスト｣は部臆に居座り、DII実を学ばず、人にも会わずに､現災から雛れたところ

で、Bil祭がミサを執り行うように拠放をしているのである．

その結果､掲載されるイラストレーションは、感情に訴えようとするものの、

｢優れた袋術に不可欠な感悩的実体の欠落｣と、「優れたグラフィックスに不'1J欠

な怖報的実体の欠落｣、そして｢優れた写典に不可欠な人IlIl的実体の欠落｣という

1川巡を抱えることになる。つまI)それは､拠体がなく、現爽とかけ離れた、本闘的

に伽った絵に過ぎない。そしてこの｢三つのＩＮＩ胆｣は、コンピュータ技術がイラス

トレーションの作成を容助にして以来、ますますジャーナリズムを悩ます皮合い

を深めているのである。

イラストレーションおよびフォトイラストレーションという諾業を仕ﾘＩ鳩か

ら排除すれば､あなたは自分自身に対して｢怖柵ﾉjのあるグラフィックスの作成」

を蚊制し、より｢ﾔj:突的なフォ･卜ジャーナリズム｣を鼓群するのみならず、ジャー

ナリズム巣界全体が｢説什の敬意を１１jび盤11｝する｣ための､無雌の確立に大きく戊

献することになるだろう。

イラストレーションを一〃で剛解させるために

最適な利用目的：

最悪な利用目的：

答えられる質問：

よくある利用法：

典型的なサイズ：

主な課囲：

主なテクニック：

抽象的な概念の炎現

写真でも可能な現実の描写

愉報よりも件りを伝えること

チャート化できるWifMの代用

併無｡４#実よりも感州に訴えるため

悦箆的な中心

６３/８インチ(16ｃｍ)幅

またはそれ以ｋ､希にこれより少し狭い

神秘性と視似性の微妙な釣合い

餓咽の回避

描画テクニック（８噸、９章）

怖縦に訴えるタイポグラフィー
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巧みにデザインきれた愉報の｢パッケージ｣は、文単､写典、グラ

フィックスといった要素を完盤に一・体化させている。鋭肴から見

れば､本来パッケージは一体として扱われる物であり、「テキス

ト｣､「聯典｣､「グラフィックス｣といった人為的なⅨ切りはない。

従って、－．体化された愉報のパッケージこそ、この鋭稀の｢本来

－．体である｣感並にもっとも強く訴えるのである

たとえば､一巡の文単の柵成要粥である各文京を、このように枠でくくってし

まうのは妙なものだ｡それと同じ愈味で､ひとつの悩報パッケージをつくるとい

う共通の目的に向かう、写典家､グラフィックデザイナー、ライター、レイアウト

デザイナーといった人々は､綴密に統制された交響曲のように、それぞれの情報

饗然が不可欠なパートを担い､完全な調和をつくり出す努力をする必要がある。

愉報のコーラスグループからハーモニーが失われるもっとも明白な原因とな

るのは､推がどの部分を作成したかをIﾘj''1に示すような、「写典をIjIIむ枠｣､「グラ

フィックスを囲む枠｣､「見出しの周囲にある線状の白い空Ｍ１｣､「文章の周囲にあ

る線状の白い空間｣といった､無数の｢境界線｣の存在である。

「グラフィックスや写真の黒い枠｣や｢見出しや文章周りの白い枠｣自体が悪い

という意味ではない｡ほかの点では披愈ある職業人と呼べる人々が､州側という

｢食I;〔全体｣より、脚分速が創作した｢個別のIⅢ｣のことだけを弧にするかのよう

に､「個々 の創作物｣の周りに引いた境界線であることが多いという意味だ。

この｢粗末な食卓｣のようなデザインは、ルネッサンスの作家述の作品に見られ

る、文翫とビジュアルの巧みな一・体感とは、数光年の隔たりがある。ルネッサン

ス的な｢境界の無いグラフィックス｣への理解の欠如によって、HiXたないが正大

な1111腿が発生しているのだ｡たとえば､兇lIiしのすぐ横にあるのに無関係に見え

る写真､見出しや賦初の段落の内容と亜襖したグラフィックス、ほかの要素と明

らかに矛盾する内容を伝えるビジュアルなど､挙げればきりがない。

料珊店で注文される高価な料理のために多くの料理人や府側が働いているよ

うに、われわれはコミュニケーションにかかわるプロフェッショナルとして、血

分たちのつくる｢梢報の食卓｣に多くのWIml家が貢献していることは十分理解し

ている。料理を注文した客は､たとえ-1111-.Ⅲがいかに創造力に溢れていても、

コース全体の榊成が悪ければ納得しないだろう。同じように、「怖報のパッケー

ジ｣にも優れたフルコースに匹敵する｢全体栂成の蝋越した糾和｣を目標の培邸と

しよう。
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マエストロコンセプト
州報の要素を協調的に働かせるというコンセプトについては､いろいろな呼び

端が付けられてきた。このコンセプトの新聞業界における開拓者.シカゴトリ

ピューン..では、「センターピースコンセプト」と呼んでいる。デザインコンサル

タントであるマリオ･ガルシアは、「ＷＥＤアプローチ｣と呼んだ｡ＷＥＤというの

は、Writing(執兼)、Editing(細集)、Design(デザイン)のWEDding(結播)という

愈味である。コミュニケーション研究家アン･オーモンは､「インテグレーテッド

エディティング｣(統合糊典）と呼ぶ。しかしこれらの呼称に勝るのが､教育家

バック・リャンがオーケストラ青楽との顛似性に新想を得て命名した｢マエスト

ロコンセプト｣(jfi折棚荷のコンセプト)だろう。

リャンの付けた呼称は､ほかの名称とは述って｢ロ標を達成する過程｣に端I皇Ｉし

ているため、このコンセプトを的確に表していると汀える。優れた｢オーケスト

レーション｣によって一体化された悩溌パッケージをつくり川すには､「そのプロ

ジェクトを開始する１１からそれにかかわる糾伽l家全、の協力が必要だ｣と、リャ

ンは忠告している。「食卓｣の創作にかかわる人々の鞘ぴつきが強いほど､できた

料理の仕上がりにも協調性が期すということだ。

リャンは｢作成後に組み合わせを考えたデザインが般鵬である｣と考えており、

この考えにliil鋼するデザインの卿111家が期えている。つまり、文京が神かれた

後､写真が撮られた後､そしてときにはグラフィックスが作成きれた後で､その

組み合わせをどうするかを巷えたデザインは、まとまりがなくて当然だ。ライ

ター､細典者､写真家､デザイナーといった人々は､「先制行動｣を旨とすべきであ

る。｢組立てライン｣の労働者のような受け身の思孝からは、はるか以前にテクノ

ロジーの力で開放されているはずなのだから。

コンピュータを使える今ロでは､個々の人Ⅲが文茄をﾘドくだけでなく、厚真を

撮り、見出しを書き、グラフィックスを作成して､ページをレイアウトする技術

的スキルをも所有すべきである。この本も正にそれを潤めるために書かれている

のだ。しかし現実には、コミュニケーション粟界の多くの人々が､閉ざされたＷ

Ｉ１１領域だけで仕耶をしている。この現爽は各哩門分野の肺賀を上げるためにはな

るが､その｢専門能力｣によって全体的な目標を見失うのであれば問題である。

マエストロコンセプトは、「写真を見てから見出しに移り、次にグラフィック

スを兇て最後に文章を説む｣(例17.1参照)という銃者の視線の流れを、インフォ

メーションデザイナーが十分愈織しながら、なおかつWIl分野で作梁することを

可能にしてくれる。写典､兄川し、グラフィックスという般初の３つがｲi意義な

愉報を伝えられないと、そのデザイン全体の決定韮準であるにもかかわらず、

｢文軍｣という最後の要素に統考が到達できない可能性が高いのである。
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一般的に､院者は最後に文箪に到るものだ

「写真ｌ「キャブション
｢見出し」「グラフイックス
のすべてが､｢蔑者が文章
蔑む前」にメインポイン
を伝える

釧
刈
蕊
邪

マエストロコンセプトでは､が典家、ライター､綿典除デザイナーといった聯

'１１１家全１１が､「符〕'1端｣ではなく「一人のチームメンパー｣として参加すあ脂抑苫の

もとに、チームを削成することが求められるそのチームは､唯終的に作品炎現

を決定するだけでなく、執へif､搬影､取材といったり&際の作業が始まるIMIに、パッ

ケージ令休の｢オリジナルコンセプト」をどう創作していくかを決めなくてはな

らない。

マエストロコンセプトは戯外なほどシンプルである⑮たとえば、ショッピング

モールがわれわれの社金一ﾘｆに尚齢者社会の折たな「メインストリート」と

なっている実体を示す｣というプロジェクトであれば､ビジュアル的艇紫にも文

蹴的鰐紫にも、チーム全、がかかわることができ為すべてのチームメンバーが

一体となって取材を行うのだ｡そしてプ1Jジュクトが柵代から災隙の制作､発炎

と進鵬‐ﾘー為過flI1で01>''１心的な,I'M胆は､「歩み櫛り.lにな為

この｢歩み寄り｣の例を推げよう。あるプロジェクトで､ライターがjM(点を､11て

たい人物を５人発兇したとする。しかし､写真家はその５人の中の一人だけが啄

典に成り得ると判断するこういった場合は、パッケージ全体を兇lf〔して、その

・人に然点を21iてるようにす為のだ｡あゐいは｢ﾉくきな災|寸|全休に|Ｍ１する統制･数

仙|<ﾉ)''1に、｜特定の人々 に雌‘'ｊ､l:を合わせた物冊lりな,脳'jI｣が含まれゐjﾙ合、ライ

ターとデザイナーは協ﾉJしてIIIli杵の作品がJ1:いに袖先し合うようにすればよい『

雌初の記事が出来る前に､チームメンバーはI‘1分の担当する要紫が｢IIdVfの腿
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迦｣を充分に伝えていることを確i必しよう。各メンバーには、その専門的ｆ法に

よって｢記事の主題｣を突き詰め、炎現するいう貰任がある。写真家はある仙人に

ターケットを定め､それを追いかける。編集者は、ストーリーのより広汎な展望

を追求する。そしてライターは、それぞれの脈絡を迫っていく。

そのすべてが揃ったら、コピーライターが他のチームメンバーと協力して、文

巾の姫初の力だけでなく、ﾂﾒ典にもグラフィックスにも側巡付けた見出しを作成

するのだ｡完成したパッケージが、ショッピングモールで人と袖をしている老人

の大きな写真から始まるとすれば､見出しは｢アメリカの新しいメインストリー

ト」とすれば､ポイントを伝えることができる。この珊介のグラフィックスには、

アイコンも専川の見出しもいらないかもしれない。パッケージ全体の兇出しとが

典だけで充分なこともあるのだ。このようにパッケージを全体的にデザインして

いれば､文章は写真が表現している主題に関する物鮒をただちに語り始めること

ができるのである。

マエストロセッションの運用方法
マエストロコンセプトを機能させる鍵は、‐turf~(削扱り）という４文字司莱を

脆止することにある。チームを細んだ即山は、ストーリーの内祥をまとめるため

ではなく、イラストを描くためでもなく、ストーリーに添えるグラフィックスを

つくるためでもない｡チームを紺んだ理由は、文歳だけでは伝えきれない、はる

かに多くの要素によって、ストーリーを語るためなのである。写真､キャプショ

ン、見出し、グラフィックス、文京からなる｢パッケージ全体｣こそが､伝えたい

｢ストーリー｣にほかならない。このストーリーの雌終的な炎現形式をつくる過秘

において､チームのプレイヤーの｢碓か・人が特にjR腿である」ということはあり

得ない。コピーライター、グラフィックスアーティスト、写真家､ライターの識も

が､独向にアイデアを出してくるかもしれない。進行過程のさまざまなポイント

では、プレーヤーの誰かが先酬に立って導くこともあるだろう。また、ストー

リーの方向性が突然変災された珊合､写真やグラフィックスに沿って文軍を11Fき

if〔す必要が出てくる可能性もある。あるいは、文京に合わせて写真やグラフィッ

クスをつくり直すかもしれない。しかし、パッケージを柵成する特定の要素が、

ほかの要索よりも自動的に優先されることはあり神ないのだ。

噸IA1なプロフェッショナルがかかわっている珊介には、このコンセプトが混Ｉ１ｉＬ

に陥ることは想像に難くない｡尤々のリャンのM1想とは述って、「特珊什｣を股け

ない一般的な理由はここにある。管理巷はスタッフより純銀I)意識が強い傾liIlが

あり、そのため自分の見解を｢[l動的に優先する｣ことも少なくない｡そのような
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縦諭から得るものは皆蛭である。あるプロジェクトにI１０する愉報をチーム全１１が

１１１時に得るようにすることで､プロジェクト全体がゼロから開始できるようにな

り、職略会議が｢、祝の弁護｣や｢自説に雑づく論争｣から始まることがない。プロ

フェッショナルと呼ばれる人なら､心の奥で｢良い仕Ilfを｣したいと願っているに

通いない。ほかの分野の叫門家と協力することでプロジェクト成功の可能性が商

まるなら、誰もが協力したいと考えられるはずだ｡典にプロフェッショナルな協

力意識が高まれば､否定的な対吹の可能性は自然に低下してくる。

マエストロアプローチに欠かせないのが､ストーリーを作成するチームの爽績

の確'Xだ｡あなたの所属する組織が､すでに高い実績を上げている既存の卯''１家

グループを兇つけ出し、拭作,W,のためのチームを組めるなら、マエストロアプ

ローチに懐疑的な人々をも納得させられる成果を挙げるⅡI能性が高い。

しかし、このコンセプトをライター以外のスタッフに腹める場合には､ある注

意が必要になる。マエストロアプローチとは､写真家､デザイナー､編集肴が､突

然文章作成の過程に削り込んで､従来発耐椛のなかったライターの領域に｢発前

怖｣を得るといったIIt純なものではない。「発薗椎｣と北に｢貨任｣が発生すること

こそ並要なのだ。ライター以外のメンバーに対しても、何を取材すべきかに閲す

るアイデアが求められ、さらに取材の一部に参加することを求められるだろう。

ライター以外のメンバーが、この取材過程に参加する理曲は､単に｢そうしてお

けば無難だから｣ではいけない。以IiiIならライターだけが行なっていた仕耶に、

少なからぬ此献を嬰求される。アイデアが手渡されるのを待つのではなく、アイ

デアを川す側にまわったのである。「交通整理をする警官｣から、「効率的な交通

システムの設計軒｣になったような発想の転換が求められるのだ。

マエストロセッションの実行方法に、「厳密で頑尚な蝿lIlj｣は存在しない｡マエ

ストロを必要としなくなることが､峨艮のマエストロセッションなのである。マ

エストロセッションは､特定の人物がり1つ弧るのではなく、すべてのプロフェッ

ショナルが平竿に参加する、クリエイテイブなジャムセッションのようなもの

だ｡最終的な決定栃を誰が持つかを撫冶し始めたら失敗の兆候だということを、

グループ全側が似撤すべきだ。この委凹会の決定投票は､陪審貝の結論と同械に

｢令此･致｣でなければならない｡全！↓・致の評決ができないようなら、それは反

対稀の責任でも多散派の責任でもない｡全貝の責任なのである。

「マエストロチーム｣は､管理者によって選択される必災も、経常陣によって承

泌される必要もない｡組織の巾での役割にかかわらず､「マエストロアプローチ

を始めるぞ｣という宣司もなしに、チームをスタートして良いのである。オフィ

スの'１１をいつものように歩いて行き、典なる哩門分野の人IⅢとｲl:邪についてiWiる

ということが般良の出発点だろう。そこに３人目の典なる＃門家が会循に加われ

ば､「成功の確串の極めて高いマエストロチームの原形｣が完成したことになる。
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この原形を｢細拠りが弧られる前に｣完成させることがⅢ饗であり、アイデア出し

の段階では｢干渉的でない積極的支援｣を心がけるようにしよう。

優れたデザインへの10のステップ
マエストロの手法をjMいるか､伝統的な手法で作成するかにかかわらず、イン

フォメーショングラフィックスが｢完成したページ｣の一部分に過ぎないという

ﾘ実は不変である。そこで以下に「・休眠のあるページ｣の作成に役立つ、１０のス

テップをチェックリストでぶす。これは｢デザインの１０成｣とも呼ばれるものだ。

このわかりやすいガイドラインに従えば、インフォメーショングラフィックスを

含むページ全体の効果を高めることができるだろう。

Q／文章記申の通常の本文には､１０から１１ポイントのTimesのようなセリ
フ系ローマン宙体を用いる(１０章参照)｡対照的に､グラフィックスとキャ

プションにはHelveticaのようなサンセリフ系の文字を本文以上の大きさ

で用いる｡短い文節以外にはイタリックは用いない｡強鯛したければイタ

リックではなく太字にする｡田体固有の行間､文字間隔､拙幅､高さは大幅に

変更せず､その目的に合うように初めからデザインされた固体を使う。

〆幅文字組みをするときは､コラムの幅を小文字のアルファベットを足し
た長さの２倍以下、１倍以上にする。１０ポイントの本文であれば、１８パイ

カまたは３インチ(約7.5ｃｍ)以下、９パイカまたは1.5インチ(約４ｃｍ)以

上が槻準だ｡非常に特殊な｢桐報性よりも物盟性の強い文面｣は例外だが､こ

の間で適切な幅にする。

0／ビジュアル「主要なビジュアル｣はページ内にひとつは必要だが､ふたつ
あってはならない。｢主要なビジュアル｣は､ページの上半分に位置する写

真､グラフィックス､編画のいずれかであり、その大きさは２番目のビジュ

アルと比較して１．５倍以上あり、同じページに存在する２番目に大きな｢見

出し･文章･ビジュアル｣のパッケージと同等以上にする。

0／見せ方すべての文章には見出しが必要だ｡すべての写真にはキャプショ
ンが必要である｡文章が１０センチも続くようなら､引用句､小見出し､写真、

グラフィックスなどの導入ポイントが必要である。文章以外の導入ポイン

トは､文軍の縦の流れを妨げてはならない｡文字の回り込みをさせるか､コ

ラムの一番上に導入ポイントを配面しよう。
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0／レイアウト見出しはその内容を示す本文の上に､本文のコラム幅一杯に
配圃する｡写真のすぐ下には､パッケージ全体のメインポイントについて説

明するキヤプシヨンを､本文とは異なる幅で記す｡文章は見出しの左下から

すぐに始める。

0／モジュール見出し.文章.ビジュアルを組み合わせた｢パッケージ｣は､そ
れぞれ長方形の領域に収まるように配画され､写真と見出しの一方または

両方がその長方形の上辺の幅一杯に表示されるようにする｡不規則な形状

にすべきではない｡写真のレイアウトを除き､見出し同士を隣接させたり、

ビジュアル同士を機に並べることは避ける。モジュールごとの大きさや形

状には変化を持たせ､隣接するモジュールと等しくなく、かといって極端に

違わないような大きさにする｡対称を避ける必要がある。

0／間隔設定モジュール内の各要素間は､縦方向にも槙方向にも同じスペー

スをあけるようにする｡ただし外周にはスペースに変化を付けて､創造性を

発揮してもよい。ホワイトスペースは、レイアウトの内部に置くことを避

け、レイアウトの周辺を取り巻くように配画する。

0／見出しフォントは変えずにウエイト(太さ)で変化を付ける｡これによっ

て､アクセントを付けるためのフォントを残しておける｡アクセントを付け

るなら、１ページ当たり数語を超えないようにする。アクセントは別にし

て、３種類(見出し､文章､キャブション)を超えるフォントを､一点の出版物

で用いることは希である。また､英文の場合､大文字の利用には一画性が必

要で、「通常の文箪のような大文字小文字の使い分け｣が｢タイトルに用いる

形式｣より好ましいものである｡見出しのサイズには変化を付けよう。サイ

ズの大きな見出しはページの上方に､小さな見出しは下方に配置する。

Q／使うか便わないかの判断悩報を強咽するか､オーガニゼーシヨンするよ

う芯ビジュアルでないなら､単なる装飾として廃棄しよう。すべてのビジュ

アルは､単に絵解きしたり装飾するものではなく、ストーリーを伝えねばな

らない｡写真を部分的に重ねたり、一部を隠したり、四角以外の形状に切り

取ったりして､その真実を歪めたり､弱めたりしてはならない。

ヅニ細背反われわれの自椴は効果的で倫理的なコミュニケーションである．

ここに掲げた原則に背くことが目棚の達成に役立つなら、何を差しおいて

も原則に背いてかまわない｡ただし､芸術的な意味や形にとらわれた根拠で

はなく、「ここに掲げた原則｣を根拠にして､完全に正当化できるときにのみ

背くことが許される。
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クポール･ニューマン、サリー･フィールド､０．J・シンプソン、そしてあなたあな

たはアメリカの役貝案、報道室、そして栽判所で繰り広げられる新しいドラマの

Ｅ役の一人なのだ

ときは21111:紀､ノアからわずか敬年後であゐ‘「突唯リポーターに代わって、イン

フラlメーシヨンデザイナーが粘襟股仙脈訟のｉｆな撒的にな為」というのが、この

ドラマのプロットタイトルは｢グラフイックスに罪はない｣ではどうだろう

有りそうもない？そうかも知れないしかし、印刷されたページの中で、グラ

フィックスがもっとも派｢'され､脱ｉＷＪを排つものとして兇なされているこの時

代、しかも弁仙l:が'i¥洲iを,脈ｌｉ公にｲ拙・,込もうとＦぐすねをdIいているよう駁こ

の時代に、インフォメーションデザイナーを巻き込んだ粕祥投ｲl赫祇の'１｢能性が

ないと言い切れぁだろうか？

テレビニュースにかかわる数fl:のｲifiな塙誉穀捌訴紙の原閃として、ビジュア

ル的要因がふ冊的州人|を既に超えているのが現突だ典のビジコ.アルlけ代に突入

しようとしていゐ印I|}ｌ物が､,脈ﾙﾄの刈蝋となゐ|'|鋤だけテレビ')後ｌ４ｊをｲ1【してい

るわけもないだろう。そして印刷物への名誉蛾批那ﾙﾐに対して、インフォメー

ションデザイナーと弁護ｋに備えはあるだろうか？

ある二砿殺人Ｗｌ:歳判が大きな引き金となって、「グラフィックスが法iltの述

川にいえる影抑｣にlH1するiI)物が､「法iltがグラフィックスの逆用にもたらす彫

抑｣に間すゐ,'|耐よりﾉ<｝【tに出版された,Ｊｿ､|､､の文(‘iは、この1,|:の均側をとみう

という試みであるとも荷える

Ｌノ
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あなたは名誉毅損の対象か？
コミュニケーションにかかわる基本的な法律は､文章以外にも適用される。見

出しの文字や写真のキヤプシヨンと同級に、グラフィックスであっても可能性は

ある。「不注意｣にも、あるいはその対餓が公的人物であれば｢無謀｣にも、瑞祥を

傷つけるような形で｢典拠を縦って伝えている｣場合は､名憐殴拙解訟の対象にな

り神るのだ。

メディアの内容の｢一部分｣であっても、ほかの部分とは切り離して名誉致拙の

原因になり得るのである。グラフィックスやデザインが､伝統的なニュース紀邪

とは兇なるという理由だけでは､過酷な端誉段掴訴訟から逃れられない。見出し

や資料厚真はもちろん､次号の内容鞘介に至るまで､大手新聞に対する名僻致捌

訴訟の対象になっているのである。それに付随する文章で逆の真実を述べていた

としても、状況は変わらない｡｢事件の全容｣が文章や脚注で表現されていても、

そういったものとは無間係に、グラフィックス要素が瑞祥殴捌訴訟の対象になる

IiI能性は消えないのだ。

たとえば､ある企業の株式公開の直前に､不注意にもその光上げが｢上昇｣せず

に｢下降｣しているように見えるグラフィックスを掲戦すれば､それに付随する見

出しや妃邪でその逆の内容を訴えていたとしても、グラフィックスだけは脈訟の

対象になり得る。さらに､注目を集めやすく、記憶に残りやすく、傭じゃすいグラ

フィックスの特性を掲げて､原告は｢ビジュアルによる粉誉股捌は画柵による粘

誉設拙よりも大きな柵害を及ぼす｣という推搬を通すこともあり得る。こんな主

張に対峠する出版社としては、自社の捌在がグラフィックスの力を証明している

にもかかわらず、自らの弁護を強いられるかもしれない。

ある棚のグラフィックスイメージは､粘誉殴損に対して｢大袈裟な風刺｣と側槻

の､「特殊な防御能力｣を持つことがある。一辿の名誉殴拙脈松の判例では、グラ

フィカルなイメージが｢芸術作品であり、馴実を示す度合いが低く、見解の炎現

である度合いが高い｣ものと見なされている。「政治漫画｣､「建造物の風刺的な描

写｣、「写真の非日常的な利用｣のいずれの形式であっても、こういったグラ

フィックスは､視弛的なパロディや風刺を社会的意見や批ﾙ卜の｢--･般炎現として

提供する自山｣を持っているのだ。このⅢI題に閲する包括的な論議は、ローラ・

コーエンの．シルバーマン対ジョージズ裁判の行方:アーティストを名誉般損か

ら守るために．(コロンビア．ヒューマン･ライツ訴訟記録1986)を参照してほし

い。
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この場合の鍵は､風刺が馴拠の｢多少の碕吸｣ではなく、「明白なパロディ｣であ

ることだ｡普通の集合化宅のスケッチに､雨掘りしそうな屋根とネズミを書き加

えれば､訴訟の対象になるだろう。しかし､住宅全体を巨大なダンボール箱のよ

うに描けば､「風刺｣と見なきれ保腰されるのである。芸術が｢耶実｣ではなく｢概

念｣だと兄なされる以上､「裟術的な瑞幣般柵｣をilllilﾘＩすることは州難である。般

向奴判りｉのルイス．Ｆ･ポール･ジュニアが､この下のり１件の判断堆淋となる｢ケル

ツ対ロバート・ウェルチ社裁判｣の判例において､付随的意見として述べている

ように、「誤った概念などというものは、憲法修正第・条項の下では存在し得な

い｣のである。

「風刺｣としてではなく｢ﾘ実｣として111示されるイメージには､無論そのような

保獲は存在しない。l可撤のことが、グラフィックスの中の｢風刺｣ではない文字、

テーブル､チャート形式の素材にも戯当する。実際の訴訟は今までほとんどない

が、これらの素材は通常の文章と同様に取扱われる可能性が商い上に、グラ

フィックスの持つi脈求力の強さが災いすることもあり得る。あるiMi組のための紫

材が他のものと側迎づけて見られるような｢ｲ職愈な配世｣も、批ｉｆ略償を伴う名

誉致仙訴訟に発展する'１J能性がある。

名誉穀損チェックリスト

〆脚注やテキストに依存するこ&なく､グラフィックス自体が公正かつ正確
か？

0／「芸術的跨狼｣がなされている場合､それが｢頭実ではなく見解に基づく風
刺｣であることは明白か？

Q／資料写真が使われている場合､被写体を盟定することが｢直接的｣にも｢背景
の手掛かりから｣も不可能か？または､被写体となっている人々は｢そこで

表現されている行為に現在も関与していることが立証できるか？
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あまりにもグラフィックスらしい

グラフィックスの場合
グラフィックスによるプライバシーの侵嘗もまた、文瀬よりも深刻なものと見

なされる危険がある。

ジョン･ウェイン･ポビーの配偶者が､彼の肉体のある重要な付属器官を切り

取った際に負った傷を、グラフィックスで描くと考えてみよう。「個人的な耶実

を１Ｍ,〆して州惑させるという不法行為｣であるという訴追に対して、アーティス

ト側の弁磯jBl1Illには｢ニュース価値｣を繋げることができる(サイディス対Ｆ･Rパ

ブリシング社殿判)。ところが､この｢１１実のlWl示｣は､「地域社会の品位の概念か

らの逸脱｣(デイアズ対オークランド・トリビューン社裁判)と見なされ､陪群貝

をアーティストに対時させることになる。すべての|美学的グラフィックス、Illで

もボビーのようなケースには､いつもこの棚の危険性が伴う。

さらにインフォメーションデザイナーは､たとえデジタル処理で加I:したとし

ても、グラフィックスやデザイン中にアイコンとして用いる費料写典の迦択に

は､蒋別な注愈を払う必要がある。元の写真の被写体がたった・人でも謹定可能

である限り、脱iiiが勝訴する場合があるのだ｡たとえばある人物のシルエッI､が

柵祉の統iil･に付随して川いられているという卵111から、縦って｢生満保護の受給

制として描写してしまった場合､推かがそのシルエットを狩定の個人として挫

定できれば､希併段扱の訴訟が可能になる。その描写が棚害を与えなくとも、「当

り(将を困惑させる｣ものでさえあれば､「被写体の人物への談解を招く表現｣とし

て、プライバシーに閲する不砿行あとして裁かれる．後者の例としては､「生活保

捜淵給の判佃｣のある人が、「現在それを受けていない場合｣にもかかわらず、

峡って現在の生油保挫受給行のリストと側巡付けられた珊合が砦えられる。

粘幹段損は､顔がはっきりしないシルエットなどの｢暗示｣でも成立する。仙所

を注意深くiＷした住居のが典を｢麻築取引に関与する家｣として用いた場合に、

たった一人でもその写典から住居を探し当て、その所有肴とそのグラフィックス

をllU巡付けられれば､雛f段柵の緬険が成倣して１１K噛が勝利するM1能性がある。

雌近火手新聞社で､瑠職行の幼児愛にIMI巡した｢モデル搬影による写真を使った

フォトイラスト｣計１１hiを取りやめて、災難を未然に回避したことがあった。被写

体となったモデルの｢11に本物の聖職荷はいなかったが､写典のぼやけた背蹴に

｢緋定の教会の祭壇だと、その牧区の牧会側が泌定できる愉報｣があったのであ
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る。このグラフィックスが掲戦されれば､教会の型職将と牧会191体が､渦幣般柵

訴訟に勝訴するに充分なものであった。

Ⅳ出版された写真に関する名祥殴損訴訟というのも極く一般的で､特に放送

ジャーナリズムでその傾向が強い｡マーチン対ジョンソン･パブ社裁判も、そ

の一・例であるｄ･般的に見て、名拝殿州ではなく｢個人を困惑きせる行為｣と見な

される、「誤解を招く衣現｣にかかわる訴訟ははるかに少ない。これに関しては、

すべての州で不iF行為と認められているわけではなく、裁判の堆準も様々であ

る。しかし、最近の判例は司法システムの｢個人のプライバシーを保護しようと

いう意批｣の高まりを旅唆している。

スキャニングから裁判に到る道
グラフィックスとデザインに側するさらに般的な懸案１１噸は､流用されたイ

メージ(符にスキャナを使った鳩合)による務作柵の快欝である。グラフィックス

クリエイターは､現代的な加工ツールを使って占い画像を新しい表現に生まれ変

わらせることに間執しているようだ。

法Ｗ界では、このようなポストモダンアートのための作I吊の流用に関して、米

何蕃作椛法に照らして11当な使用と見なすかどうか､激しい縦I論が交されてい

る。ある彫刻家が､小犬を抱いたカップルを拙いたポストカードを元に、わずか

に修砿しただけの彫刻をつくったという有淵な判例(ロジャーズ対クーンズ裁

判)では､彫刻家が制作スタッフに｢写真どおりに｣つくることを折示していた。

これと同じくらい粁斜な判例(キャンベル対アカフ･ローズ･ミュージック社批

判)では､“２ライブ･クルー"というラップグループが､３３年ｉｉｉの鰍尚の一部分を

サンプリングして､原作のパロディを作成した。小犬の彫刻家はポストカードの

｢作朽の著作権を役評した｣とされたが、ラップミュージシャンは｢オリジナル録
音の正当な使用｣と判断されたのだ。

これらの判決が出た後､法律コメンテーター逆は、ポストモダンアートにおけ

る秘作物の流川にIMIして､「法的な暖昧さ｣が存在することを示唆している。そこ

で、グラフィックスとデザインに対して、明確な適用効力を持つ新たな鵡準とし

て提唱されたのが､「EconomicSubstitution(経済的代替)の原則｣である。1993年

の．，ロヨラ･ユニバーシティ・オブ･シカゴ･ロウ・ジャーナル"において、ミッシェ

ル．Ｃ･アンダーソンとポール｡Ｆ･ブラウンによって提唱されたこの法理強では、

２７７
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「:次使用が胤作の経済的代替品となり御るか否か｣が賎大の争点ときれている。

先の判例であれば､彫刻の耽入者が彫刻を制作したスタッフを染め､ポストカー

ドを撮影した写真家に彼自身の作品を彫刻としてＷ現する監修者となることを

依頼しても、同等の作品を得られたであろう。・・方､33年前の行楽の場合、ロイ・

オービソンのオリジナルレコーディングを再発発しても、‐2ライブ･クルー~のつ

くったパロディを脳入する人に､買ってもらえるとは考えられない。この珊論を

1Ｗ道するコメンテーター途は、この諭理を用いてその他の一見矛盾する｢正当な

使用｣の判断の合理化に成功している。

グラフィックスやデザインが箸作桁間題に引っかかったときには、「経済的代

杵の原則｣による弁護は強力な援獲になる。ほとんどのインフォメーショングラ

フィックスは､流用元のクリツプアートパッケージや百科耶典ほかの参考街料と

は、異なる経済目的に供されることが明白なのだ。

このような弁護が不成功に終わっても、そのグラフィックスが｢創造的なもの

であり、理解を助けるために制作した｣という伝統的な鐘拠で弁獲することも叩

能だ。グラフィックス梢報の役割からして、この抽縦は特に蚊力なものである。

さらに､流用した画像が創作的というより写実的なマップやダイアグラムであれ

ば､なお流用の許容範囲が広いことも覚えておこう。「イメージの核心とは言え

ない部分jを流用することは多い｡そしてこのような利用は、一般に認められて

いる。

これらの根拠に坐づいて､緒群されたグラフィックスとデザインにかかわる料

作権の判例が複数存在している。通僧社からの試合結果に基づいた野球の投球内

容を示す表は､「カテゴリーの選択が独創的である｣と判断された(ケロッグ対ア
ソシェイテッド･プレス奴判)。陸上競技の結果を岬印刷しただけの表は､「純粋

に機能性を追求した表の作成には変史の余地がない｣ため､機械的かつ通俗的な

｢馴型｣に過ぎないという理山で法律の範囲外と兇なきれた(ヴイクタールリ･エ

ンタープライゼズ対ビッグ･レッド･アップル社奴判)◎リストの情報のほとん

どを髄話帳から抜き出し､特定の企業向けに紺集した電話帳は､元の長いリスト

を少数企業向けに絞り込んだ｢同ｲiの体系化｣によって、「独創的｣と判断された

（ベルサス･アドバタイジング｡アンド･パブリッシング社対ドネリー･インフォ

メーション･パブリッシング社裁判)。
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著作権のある芸術作品に関するチェックリスト

Ｑ／複製は｢原作を経済的に代替する｣ものではないか？

０／オリジナルのニュース的価値が高く､いったん発行された後でそれを複製
することが｢公衆の利益｣になるか？

０／複製が新たな｢異なる芸術作品｣を作成するために利用されているか？

Ｑ／「オリジナルの一部分のみ｣が用いられているか？

－－－ﾖー ､ーテーーグーデー ~ーー＝－－－戸－－－－－－－－＝一一一一へ－－－－〆一=一一一ジーーーーヘヘ－－

奥様､事実だけを述べてください
「芸術作品の流用｣だけでなく、現代のインフォメーショングラフィックスにお

いては､それ以上に問題になる｢データの呈派手法の流川｣についても、著作柿法

の符理下にあることはⅢIらかだ｡｢統計報告に蝦づく新たなニュースは独創的な

創作であり、統計データの作成者の著作権には触れない｣という主弧は可能だが、

｢著作椎で保謹された報告秤｣の統計データベースの全体(またはほぼ全体)を流

用して、ジャーナリズム以外の目的に仙うグラフィックスならどうだろう？

米凹憲法に規定され、複数の峨高奴判所の判例(もっとも顕普な判例はベイ

シック･プックス社対キンコーズ･グラフィックス社裁判)によると、「著作椛法

の目的は情報の自由な流布｣である。この法は創作者に正当な対価が支払われる

機柳を確立するものだが､同時に｢怖慨の流布を推進する」という明白な目的を
持っているのだ。

経済代替の理鐙との整合性を持つこの概念は、インフォメーショングラフィッ

クスにとっては好ましい兆候である。たとえば所得税関辿サービス企業が著作桁

を持つ税金計算ワークシートを流用したグラフィックスが､「その企業の那業機

会を奪っている」と訴えられる可能性はある。しかし、その企業の雌や相手から

入手したものでない限り、そのグラフィックスは｢苫作椛所ｲj者の収入の可能性
を奪う」ものにはなり得ないだろう。
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維済的代替の珊鎗から､特に｢地図聯のグラフイカルなガイド｣の11;当な使用に

関して、複数の興味深い仮挽が検祉されている。たとえば｢湖で溺れた釣り人に

関する記事｣に伴う地図であれば､「釣り場愉報ガイドブック｣から多くの部分を

流川しても安全だ。ところが流用の成果であるパッケージが､釣りに関するスペ

シャルリポートとして､:伝され販光される嶋合は、「流川の11当性｣ははるかに低

くなる。流用の成果がオリジナルを代件する''1能性が商いほど､著作椎上問題に

発展する可能性は高い。ただし、「タイム社対バーナード‘ケイッ･アソシエイッ

裁判｣の判例がぷす、アブラハム･ゼプルダーによるジョン｡Ｆ･ケネディ暗殺フィ

ルムのように、そのニュース価仙が圧倒的である場合は例外である。

それでは、グラフィックスのニュース価仙が11ﾐ倒的とは前えない状況､すなわ

ち｢ジャーナリスト以外の大半の人｣と｢一部のジャーナリスト｣が俄かれることの

多い状況ではどうだろう。たとえばある組織が､わずかなニュース価値しかな

い､耶実を伝える報告許を作成し、これに｢統甜データベース｣が含まれていると

する。あなたはこの｢統jiI･データベース｣全体をI叩掲しないと意味をなさず､それ

にはオリジナルとIIjlじチャートとテーブルを仙う以外ないのだが､務作軒はデー

タベースを｢その消報価仙に基づいて販売｣できるような若作椛上の保護を受け

ているのだ｡「大都市郊外の税率に閲する総覧｣といったものが､この典型的な例

である。

この聯合､「圧倒的なニュース価仙｣、「流川における創逝性｣、および｢経済的代

替の不IIJ能性｣を根拠とする弁盤は難しそうだ。しかし、このような状況での流

用が｢不当な侵害｣と認定されるのは、オリジナルに著作椎の保護を受ける正当な

価恢が認められる場合に限定きれる。

データベースに関するi昨訟の判断坐準となる判例(フェイスI､.パブリケイ

ションズ対ルラル･テレフォン･サービス敗判)において、1991年に米国鮫渦紋

ではljhi期的な判決が出された。それ以Iiijの原則となっていた、「耶実を収集する

ために労力を使ったということだけを根拠に耕作権に値するものと見なす｣とい

う学鋭を廃し､サンドラ･デイ･オコーナー判伽は｢情報の独創的な細集､組織化、

果永が必要｣であるという判断を'j:したのである。

つまり判りIが提示した腿件は､優れたインフォメーショングラフィックスが満

たすべき要件とビッタリー致するもの､すなわち｢データの独創的な櫛成｣なの

だ｡他者からの梢報を流用しても、独自の組織化と表現で派すことは杵されるの

である。さらに情報を衣現する妥当な手法がほかにない場合は、「他肴による組

織化と表現を被製すること」も、オリジナルが｢独創性を欠落し将作柿に仙しな


