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The illiterate of the 21st century will not be  
those who cannot read and write, but those who  

cannot LEaRN, UNLEaRN, and RELEaRN. 
—Alvin Toffler

21世紀の「非識字」とは、読み書きができないことではなく
学習し、既得知識を捨て、学び直すことができないことをいう。

――アルヴィン・トフラー（未来学者）
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INTRODUCTION

はじめに



Dear Revolutionary, 

初めに、次のことを約束したい。この本は、あなたの生活、仕事の両

面にきわめて重要だということを。わたしがこの本を書いたのは、自分の楽

しみのためではないし、正直に言うと、あなたを楽しませるためでもない。

これを書いたのは、わたしたちはみんな、この本を活用するべきだからだ。

といっても、化粧品やお菓子のアイシングのようにではなく、潜水艦や鋭

い剣のように使うのだ。あるいは、Ｘ線や深海掘削装置のように。あるい

は、晴れた日に吊すハンモックのように。ありふれた言い方ですまないが、

この本は、あなたの人生を変えることを意図して書かれている。これを読め

ば、できることの幅がぐっと広がる。無知に対する武器として、複雑な問題

に対処するツールとして、洞察を深める瞑想として、発見を求めるゲームと

して……そうした可能性がすべて、誰にとっても身近な「ドゥードル（ラク

ガキ）」に秘められている。この本は、その可能性を追求するために存在す

る。これがビジュアル・リテラシーの世界的な啓発活動、すなわちドゥード

ル革命だ。そしてあなたも、革命に必要な同志なのだ。
愛をこめて

サニー

親愛なる革命家のみなさん、

Love!

―ドゥードル革命の母、サニー・ブラウン
（別名ドゥードル博士）

ドゥードル（ラクガキ）に唯一の定義はない。
ただし、使い方しだいで洞察の力が得られる。
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なぜ、いま革命なのか？
なぜドゥードル革命が必要なのか、なぜ革命家たちは互いを理解し合わなくてはならないのか、それには 5つの理由がある。

ビジュアル言語を教わる
機会がない

ビジュアル言語
に対して誤った
思い込みを持つ

ところが、ビジュ
アル言語の才能
は、誰もが生まれ
つき持っている

ビジュアル言語について
何も知らないために深刻
な負の影響が現れる

世界は無視できないくらい、
めまぐるしく変化している

ラクガキに関する
間違った教育：

悪循環

2.

4.

5.

学校 職場家庭

「アート」と同じ
「クリエイティブな人たち」の専売特許
「絵」の才能が求められる

3.

問題解決に対する、非効率的な取り組み
ちぐはぐなコミュニケーション
情報の記憶が苦手
洞察力の衰え
同じ種類の知識ばかり用いる

これがずっと
続くかも……

産業経済
知識経済＆
経験経済

1.
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　わたしたちは、学校、家庭、職場で、ビジュアル言語の使い方をきちんと教わらない。
　これらの組織がドゥードルの力を思い知るまでの間は、自力で学ぶしかない。

　「アート」「絵」「ラクガキ」への文化的な先入観が、学習と成長の妨げとなっている。
　「クリエイティブ」であることに対する誤解が、ビジュアル言語の使用を阻んでいる。
　誤った思い込みを撲滅しなくてはならない。思い込みから得られるものは何もない。

　ビジュアル言語を使えないせいで、認識力に深刻な影響が及ぶ。
　人が本来持つ、探求、学習、記憶、効果的な思考の力を失うことは、受け入れがたい。わたしたちは現状に甘んじてはならない。

　わたしたちはすでに、ビジュアル言語の使い方を知っている。それは、誰もが生まれながらに持つ力だ。
　これほど強力なツールを、大した苦労もせずに手にしているなんて、奇跡と言ってもいい。
　必要なのは、その力を解放し、訓練することだけだ。わたしたちはみんな「ラクガキ」の扉の前に立っている。
　扉の向こうには、可能性の世界が広がっている。

　わたしたちはこれ以上、ぼんやりしている余裕はない。情報はあふれ返り、市場は知識経済、経験経済へと急速に向かっている。
　その変化は容赦のないものだ。競争はいたるところで起こっている。
　そして、教育を受けていてもビジュアル・リテラシーが欠如していれば、未来に挑戦することはできない。

#1  ビジュアル言語を教わる機会がない

#2  ビジュアル言語に対して誤った思い込みを持っている

#3  ビジュアル言語について何も知らないために深刻な負の影響が現れる

#4  ところが、ビジュアル言語の才能は、誰もが生まれつき持っている。

#5  そして、これを学ばないわけにはいかない。
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この本は、あなたをドゥードル革命の旅へ連れていく。スタートするのは、
下のどの地点でもいい。あなたがドゥードルに魅了されていようと激しく反発していようと、

この旅の中身は変わらない。いずれにせよ、旅からは大きな価値を得ることができる。

開始

ドゥードル革命の旅

第1部：

革命をめぐる問題
第2部：

ラクガキを学ぶ
第3部：

インフォドゥードルを
仕事に取り入れる

探求 終了

革命の全プロセス、
すなわち混乱、
没頭、努力を
たっぷり体験
したい人は、

こちらからどうぞ。

疲れを知らない
革命家、

グループ活動に
簡潔な助言を
求める人、
革命の叫びを
聞きたい人は、

こちらからどうぞ。

ラクガキにまつわる
誤解や思い込みから
解放されている人、
認識の恩恵を知る人、
基礎から学びたい人は、

こちらからどうぞ

すでにインフォ
ドゥードルを
極めた人、

グループで取り組む
問題解決に

適用したい人は、
こちらからどうぞ。

ラクガキに関する
思い込みを断つ

ラクガキの持つ
価値を学ぶ

初心者のための
ラクガキの練習

3種類のインフォ
ドゥードルを学ぶ 仕事に取り入れる：

実際の適用

「シャドウ」を拒む。
宣言に署名する。

第1章 第6章

第2章
第3章 第4章 第5章

すでにラクガキにま
つわる誤解や思い込
みから解放されてい
る人、認識の恩恵を

知ることから
始めたい人は、

こちらからどうぞ。

ラクガキにまつわる
誤解や思い込みから
解放されている人、
認識の恩恵を知る人、
ビジュアル言語の

基礎に自信のある人、
パフォーマンスの
レベルを上げたい人
は、こちらから

どうぞ。
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