
AppendixA推奨関迎資科

経済

鋤"〃００たげLa6orSmffsffts6Washington:USGovemmentPrinting
OHice

労働省の労肋統31.吋によって収集された､約450ページの脈１Ｍ,収入､物価､生

産性その他の労鋤間辿のデータ巣である。

ytuz妙｡｡ルヅLa6｡"'･Sjhl猶fit，､Geneva:InternntionalLabourOfYice

上記に相当するiM:界各国の資料であるｃ

健康と医療

型姻必fE"り”e伽αq/加城tf"e・NewYbrk:RandomHouse

用語の定義､症状､治娠に関する1200ページもの肥戟があり、多くのプロセス

グラフィックスによって灰縦の実際のプロセスが解説されている、極めて有

用な蒋物である。

スポーツ

R即ﾉhsq/･鋤eQw'''‘:"ecb"ゅ腔瞥IJWbusr"た‘fE"〃”‘伽qff"鋤ｅ
卵｡池伽妨ｅ恥“NewYbrk:St､Martin'SPress

新聞のスポーツ部門で働くインフォメーションデザイナーの宝の山とも筒え

る、ダイアグラム･グループ制作の本である。

テクノロジー
S1hzfi並it1zﾉybuwあり城.Paris:ＵＮＥＳＣＯ

教育､科学､テクノロジー､通信､文化を中心に扱う別0ページの英仏２力同語

の年次刊行物である。
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他の統計関連‘情報源

Ｇ‘んBo蛾qffむど,rM8"､Detroit:GalcPublishing

この本の汎いは｢遊べる｣資料巣であり、郁市や何々の様々な項目での順位表

を禍戦している。そのままで何かに使えるランキングというのはほとんどな

いし、多くのリストには上位の郁巾､州、IRIしか含まれていない。しかし、こ

の本には物邪を比較する方法に側する優れたアイデアが豊簡に児られるし、

舗題ごとのインデックスが兇４１で､その上諜細データや最新データを得る為

のfIli報も提供されている。

ﾉ"肥両”〃Ｓ”鱗ffmﾉ肋｡北x･Wnshington:ＣＯngrcssionallnfbrmation
Scrvicc

S脚zだ”‘Ｌ＠“1s如飾Z北s助"死“bDctroit:GalePublications

どちらの本にも探している悩報ｎ体は含まれていないが､「Wi報がどこで得

られるか｣を教えてくれるガイドブックとして優れている。あらゆる棚煎の

統ill･愉報を収巣している。リド爽上すべての｢側､州､地域の機IMI｣にIMIする悩報

が､その利用方法も含めて完全な形で提供されている。

励磁だ”砂"か海釦極qf.､serics・Syracuse,ＮＹ:GaylordPro化ssional
Publications

このシリーズには､動物､植物､生物、121然などの磯富なタイトルが網蝿され

ている。このインデックスは多椛な定期刊行物に掲載されるグラフイカルイ

メージへの照会先リストになっており、イラストレーシヨンそのものは褐戦

されていない。
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刈ββｅ〃 ‘

張＃Wiｸ艇拠を〃,胆していない,り物は､ｶｆﾘW〃をﾉ"出していないニューズ泥

ｿjfのようなものだそこで、このグラフ／〃クズに側するささやかなペー

パーバックの諦めくくりとして､学会,雌緋"のスタイルにならい､学術的

拠拠として参照すべき研錯の〃究〃宵とウ冒沈を､ルゲ弧のﾉﾉ'に記述した激

ベージにお〃き合い脚きたいＵこれでも、近切の〃ﾂEjWfの脚注ほと鰻は路

ぐまいと,似う狐この'>'i･は(ｊＷﾉI/1冊を雌べ'＃てることを〃〃としたもので

もないし、あなたがこの水に〃かれていたことをその藍まノ解できるなら

必典のないもの溢､そうでない〃牛のために、この水に掲げられている終

推の促抱となっている研究成果を､戦ﾉﾘW"勝を"/いて学術ﾉ7ｳに証〃するも

のである、

細調沓の

雁史的経紳により妾術家の航域に川じ込められていたインフォメーションデ

ザイン(Bidemanl980)は、この20年の|川に強力なコミュニケーションツールと

して再覆場した(FinberRl991:Reesel995）テクノロジーの発展に力を得て、ア

メリカの新聞社はﾉﾋ準して、グラフィソクデザインのテクニックを採用した

(Ａｕｍ(】nl995)。しかしその'ﾉ鋤i1の過胤では、出,雛をIVIえゐＩｉﾉ｢'光成采と典っ向か

ら対立することになった(B()hlcl99.'）グラフイックスの効果をillﾘ定する帆111｢|り

J,畔はほとんどなく、新聞のグラフィックスはilILl1iLを侭めた(Feeneyl994)･結

染的に、グラフィックスによる表卿よ、かなIiMlｲⅡにﾉ,!きづく交秤lilIというよ')は、

紺果の見えないｨ術の不協和汗とな')がl>であった

，,｡り･としてのアート、デザインされたテキスト、定1,1･的なデータの拠覚的炎,パ

の混合物であるインフォメーショングラフィックスを定錠することは雌しく

いmoldl981)、その効果の計測も同椛にN､I難だった。この本では、グラフィック
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スを膜溌に定義したこで、グラフィックスの効果に影簿するものとして､災験的

に、また理論的に示きれた様々な因了･の分析と理解を試みた。この研究において

は､悩報理論､記号論､ゲシュタルト理愉､デュアルコーディング理論、リーズン

ドアクション(合理的行動)蝿論の併最の上に、ヒューリスティック一システマ

ティック(発見的一系統的)分析を砿ね合わせ、グラフィックスの押価のIﾘl硫な枠

組みを肥述してこの分野の研究の進歩に寄与することを目指した。

個々のグラフィックスが効果的であるためには､ページ上のほかの要索とl‘１棟

に、硫将に｢注目され､読まれ､蝿解される｣ことが必要である(Koschnickl991)。

これらの柑互に関連するプロセスには４仙類のデザインファクターが敷くかか

わっており、この４猟類は器々が典なるタイプの統特に対して脈求することが理

飾的に,Jくされている。これら４秘熟のファクターとは下記の通りである：

●ビジュアルビビッドネス視弛的鮮烈さ。－．個のグラフィックスが統昔を

引きつける注目腿は、グラフィックスの形式やモノクロかカラーかにかか

わるものではなく、そのイメージと非テキスト索材の強制的脱11トカの強さ

に基づく(GarciaandSmrkl991)。ビビツドネスが敢要性を発抑するのは、

「Exposure｣(提示)の最初の一秒IHlである(Koschnickl991)。このような｢読

むという行当｣の最初の段階では､銃朽は品低限の認識力を行使するものと

鞍えられる。この厳しい時Ⅲl的iⅢ限ゆえに、「より注意深い､系統的な処珊」

は行なわれないのが通常とされている(RameshwarandChaikcnl991)。そ

の結果、ビジュアルビビッドネスはシステマチック(系統的)に悩報を処理

する人よりも、ヒューリスティック(発見的)な処理をする人々に対して飛

要であることが理諭的に予測される。

●階個的オーガニゼーショングラフィックスに引きつけられた磁荷が、よ'）

深く読み進むか否か(KosChnickl991)は､文章がどれだけ明確な形でその

ポイントを強調しているかによる(DreyfusandMazouzl992Paivio・Walsh

andBonsl994)。特定のn的を持たずに処理すべきアイテムを探している

批朽(Neumanl981)は､グラフィックスのノンリニア(非If〔線的)な視雌的階

肘柵造(Foltsl993;CatledReandPilkowl995)によって､悩報の優先11K位を

見分けることができ、わずかでも1111心を抱く備報素材を発見することが可

能になる(Kleinl975)。このため､そのPredictableefmciency(予測uJ能な効

率性)の価値を評価している(Ajzen&lndFishbeinl980)。それゆえオーガニ

ゼーションは、ヒューリスティックよりはシステマティックな処理に近い

ものであると理論的に予測される。暖味きのない階層的櫛逓を川いると、シ

ステマチックなプロセスを行う人々が、ヒューリスティックな手段に流れる

ことを防げることが確遡されている(ChaikenandMaheswaranl994)。
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●ビジュアルデータメタファとシンプリシテイ－データの視覚的具象化と

そのメタファの単純化。グラフィックスがそのキーポイントを伝えるため

に、「データのチャート化などのシンボリックな形式を利用する度合い」

（H副rt&ｌｎｄＯ'Shanickl993;Kellyl993;Ｈ(Dll51ndcrl994)と、「複雑誉の欠如」

または｢Wli棚対インク品卒の尚さ｣(Tuftcl982;Bertinl983;Tankardl989；

AkaiandNakajimil989;Paivi《》1991:Diwidl992,1994;SpenceandKrizel

l994)の総和は、メッセージがいかに速く理解され､記憶に残るかに影響す

る。鹸低限の認識力を行使して(ボンヤリ眺めて)いる統者には、ビジュアル

コミュニケーション維路の自然なｲｨ利性が販喫であると考えられる。この

ような統肴は、「見ることは(i叱ること」とも画うべきヒューリスティック

を採用している可能性が高い｡IjjlMiに、ビジュアルデータメタファの暖昧さ

が少ないほど、システマチックな読者にとっては、その愉報処理の過程で

ヒューリスティックなきっかけを求めるようだ｡データメタファの利用は、

ヒューリスティックなプロセスと間連することが予測され、メタファを蝋

純化することはシステマチックなプロセスと関巡することが予測される。

これまでに述べたファクターの効果が､読替のヒューリスティックあるいはシ

ステマチックな傾向に対応して変化することを勘案すると、グラフィックスの効

果の決定には第５のファクター~Issueinvolvemenr(イシューインボルブメント：

#ﾐ題への関心度)が砿要な変数になってきた。過去の研究によって、関心皮が商

い場合はその主題の呈示にはシステマチックな戦略が適切であり、そのレベル

が低ければより経済的でヒューリスティックな職略が適切であるとされている

(Chaikenl980)。このことから、銃者のＩＭＩ心の庇合いとデザインストラテジーを

同時に孝察することが、グラフィックスの効率を川測する爽験での従来の混乱に

対して､理諭的に導かれる解杵となる可能性がありそうだ。

この著書のために調査を行う前は、４櫛類のデザイン変数すべての説明を試み

る研究がなされたことは報告されていないし、統巷の惰報への関心度のような

ヒューリスティック一システマチック変数まで考噸に入れた研究がされたとい

う報侮もない。これまでの研究と河えば、テキストで伝えられた梢Ｎｉの想起半

を、ビジュアルで伝えられた悩報の想起率と対比するものがほとんどであった。

メタファの単純性を第２変数として計測したり、意図的に制御したものもわずか

にあった。オーガニゼーションについては、ｉｉｉ･測したり制御したものはほとんど

ない｡叶測が行われた場合でも、ビジュアルピビッドネスとビジュアルデータメ

タファの利用はひとまとめにされ､111.の｢拠此的腿因｣とされてきた。

その結果として､先に挙げた主流となっている研究の成果とは矛盾する結果を

示す、いくつかの研究結果が示された。その中には、単純かつ視覚的なグラ

３０５
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フィックスからは、テキストとlljI群の想起率しか押られないことを示すものも

あった(Wardl992)。このほかにも、単純な付帯怖報であれば､文承に含まれて

いてもシンプルで視虻的なグラフィックスに含まれていても、同じくらい理解度

が高いことを,した研究も存在する(GrifEnandStevcnsonl992)。これらの研究

には､奴〃とも脱1ﾘﾉ｣のあるビジュアルイメージや階肘的なオーガナイズをして

いないという滞在的な川題がある。さらに､彼らが採川したデータメタファは極

めて力不足であった｡つまり「グラフィックスをグラフィックスたらしめるもの」

がまったく用いられていなかったのだ。－･方の例は､情報的というより装飾的な

上、１次の乏しいグラフィックスで表現された｢外交問題にかかわる微細なi把叩

内容｣を、学生を対象にテストしたものであった。ビビッドネスも、オーガニゼー

ションも、メタファも、シンプリシティもないグラフィックスの影智力との柑虹

関係を、「悦虻的｣な妥凹と定義づけることは不可能である。このような理茜的な

発見に基づいて、この本の蕪礎となる新たな調盗研究が行われた。

爽際に川版された撫材を加工し、４弧類の｢実験川ニュース肥DII｣を、標恥の

ジャーナリスティックスタイルで作成した。各々の把りIは、兇なる枕将に感心を

持たれるようにつくられている。すなわち、ひとつの記珊は全口が関心を持つよ

うな記邪、もうひとつは全貝関心を持たない記事､残りふたつは関心庇がばらつ

くような肥りIになっている｡怖報への関心度については､卑門家のパネルによっ

て洲･測されるとともに､実験対談荷への直接の髄'111によってもiil･ilIllされた。

さらにひとつの把りＩに対して４個､合計１６個の側･サイズのグラフィックスを

作成した。同じilulIにIMIする４個のグラフィックスは､厳密にI‘1じ怖報を褐戦す

るようにデザインした。唯一の相違は、それぞれのグラフィックスが｢異なるデ

ザインストラテジー｣を採用し、「あるファクターでは向いランクを実現するが、

ほかの託つのファクターでは低いランクを承す｣ようにしたことだ。デザイン

ファクターのバリエーションは、グラフィックスのエキスパートのパネルにより

認証された。

次に、米同中Ijti部に災在する新聞のモック(疑似版)を作成した。モックには実

験とは無lMj係の肥ﾘＩも含めて、４棚類の記邪を掲較した。そしてI‘1級の肥リト内

祥､Iiil械のレイアウI､を仙って、ファクターだけを変えた新Mllを４版作成した。

各版には､それぞれのi肥ﾘﾄのために用意した４点のグラフィックスから、ファク

ターに合う１点を巡んで褐戦したのだ。１版には、ビピッドネスの商いグラ

フィックスだけを川いた。２版には高度にオーガニゼーションを行ったグラ

フィックスを戦せた。３版にはデータメタファの高いグラフィックスを迦んだ。

そして４版にはシンプリシテイの向いグラフィックスをⅢいた。デザインファク

ターを統・した版をつくることで、「あるグラフィックスが別のグラフィックス
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への注意力を紅う｣危険性をなくしたのである。

まず実験川の新川を発行する新聞社のオフィスの一部を､居心地の良い待合篭

に改装した。そしてランダムにサンプリングした購読省に連絡し、「任意の時川

に新聞社に来肪して調侮が終わったら端る｣というオープンハウス形式のリサー

チセッションへの参加を依執した。脚従対象汁(､＝150)は「くじ｣で選ばれ、４版

の実験用新聞のうち１版だけを渡される。この拠験版は､実験セッションが行わ

れる時間に発光されるその週の新聞であるかのように被験者に渡された。被験特

には、「リラックスしていつものように新聞の.mを続み、その後で簡単な間ＩＭＩ

に稗える｣ということを伝えた。

災験版を統んだ後､i醐企対象荷には人1-1統iil･的な間ＩＨＩ卿にi他入してもらい､そ

の後｢テキストのみで伝えられていた耶拠｣と「グラフィックスのみで伝えられて

いた事実｣にIMIする想起＊を計測する質問を行った。さらに､実験用の各記邪と

グラフィックスの存在に気付いたか、グラフィックスの理解しやすさはどう評価

されたか、１１災に蝶づく妃憧の桁密さはどうかといったjil測を行った｡記憶の梢

密さの評価は、彼らが見たグラフィックスに変吏を加え、それを彼らが発兄でき

るかどうかをiii･測したｃ

「標準デモグラフィックス｣、「ニュースペーパーグラフィックスに関するﾘ#前

の経験｣､「チャート化されたデータを解釈する技術的能〃｣、「その能力に関する

門僧｣等の､「鵡jVIとなるバリアブル(変動仙)｣もIil･測された。

この拠験の般終結果は、この本の出版の時点ではまだ作成11'だ。しかし、竹定

的な結果は｢ビビッドネスとメタファがＩＭＩ心腫の低いiWI題の想起率の上昇に関

連｣し､「オーガニゼーションとシンプリシティがIMI心度の高い話題の想起率のl：

昇に関連｣するという、この研究の仮説を強く支持するものとなっていた。

前い換えれば､この本で1M｝られたことを批明する微めて撤底的な綱企が存ｲl;す

るということだ。さらに多くを知る4$をお望みなら、礎統の学術怖報誌でこの研

究の輔度試験や多而的な検証が可能かと忠われる。
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訳者あとがき
グラフィックスの3つの(恐ろしいほどの)パワー

グラフィックスをjIlいると、悩慨は｢より速く、より強く伝わり、真実であると見なされやすい」

とこの本には(1)いてあります。グラフィックスのこの３つの(恐ろしいほどの)パワーは､既に｢怖

報の作成や発侭に関わる人々や組織｣の大きな注、を集めているようです。

同一時間内での｢情報の仕事量｣は､「情報デザインの巧拙｣によって異なる

テレビ､新聞、インターネットなどのメディアが｢凝肴/視聴者のアイタイム(目の時間)を奪い

あう」という時代行殿において、「同一時間内での｢消報のｲl:耶吐｣は｢怖報デザイン｣(の巧拙)に

よって異なる｣という耶拠は、メディアと怖報に関わる人々に鋤いインパクトを与えるでしょう。

｢情報デザイン｣という｢技の領域」

永いジャーナリズムのキャリアを持つ著者メイヤー氏が､「同樋の書物が存在していなかった

ため｣に自ら３年を費やして脊き上げたというこの耕作は､私にとって楽しみながら学ぶことの

できるものでした｡私191身、プランナー、ライター、エディター竿と呼ばれる職業に桃わっている

のですが､そこに共通して｢愉慨デザイン｣という｢技の舗域｣があることを、奥はこの本を腕んで

初めて明確に狸識したのです。

この本は､誘んだ上に｢使わなくては｣ならないもののようです

けれども、ひとつひとつのグラフィックスの｢其の活用法｣や｢実際の作成方法｣については－

３ケ月IⅢこの本に収組んでいた私は一現在も、ちゃんと即解できてはいません。この本は(銃んだ

上に)｢使わなくてはならない｣もののようです｡nW報デザインという技｣は実際に｢怖報デザイン

の現珊｣で、この本に1＃かれている巾を活川しながら、身に付けて行くものと思います。

もっとグラフィックスを｡そして､もっと強く､優れたグラフィックスを

「あなたは情報デザインに関わっておられますか？」というIIlIいに対するこの本の殆どの拙者の

答えはイエスであろうと想像しています。もっとグラフィックスを。そして、もっと強く、優れた

グラフィックスを。というのが、この本の翻択に関わる幸迎に巡り合えた私の感想です｡そして、

この感慨を多くの説考の皆撤とわかちあえるのではないかと期待しています。

グラフィックスを必要とする仕事やプロジェクト

以下に私の思いつく「グラフィックスを必要とする仕耶やプロジェクトを発見するキーワード｣を

列記します。ひとつでも｢ピンと来る｣人にとって、この本は大きな価値を持つと信じます。

避挙戦､広報､宜伝､全国紙､地方紙､タウン畦､ウェブサイト､築客力､環境保腰､編娼､カタロ

グ､通侭販売､チラシ､セール､企画､総務､人事(グラフィックスに強い人材の砲保が急務!)、

発行部数､広告料金､メディアプラン､クリエイティブ､取扱い脱明寄､会咽案内､観光案内(駅

前の署板!)､地下鉄マップ､報迦､ニュース番組､学会､研究発褒､報告書､提案書､プレゼン、

ラブレター(?)、ポスター､フライヤー､キャンペーン､ＰＯＰ､ディスプレー､メニュー､教科書

（もっと解り易くＩ)、参考書､ＣＤ－ＲＯＭ､マルチメディア､エレクトロニックコマース(オンライン

ショップ)、広告､デザイン､肘賎(ディベート)､地方週挙､販売促進､営禦推進_教育､トレーニ

ング､セミナー､危侭管理(情報理解の速さが脚題)、コントロールセンター､エ業デザイン､国

際会蟻珊､展示会､樽物館。

山口美紀夫
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