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序文
Introduzione

1524年のある日、この時代を代表する版画家のマルカントニ
オ・ライモンディが、ローマ教皇クレメンス７世の護衛に逮捕さ
れ、バチカンの監獄に幽閉されました（図版６）。陰惨な事件の
当事者であるとされたからです。しかし、その罪は殺人でも窃盗
でも、あるいは黒魔術でも神への冒涜でもありませんでした。そ
れは過去に例のない、歴史上初めて出現した罪でした。ライモン
ディの罪は、現代で言うところの「デザイン」だったのです。

当時の世の中にさかのぼってみましょう。マントヴァ侯爵の
フェデリコ２世は、ラファエロの優秀な弟子、ジュリオ・ロマー
ノに命じて、建設されたばかりのテ宮殿の装飾のために、エロ
ティックな絵の連作を描かせました（図版１）。半人半獣の精霊
サテュロスや美しい娘の姿をした妖精などが登場する性的なイ
メージで、もしも明白さがエロティズムとポルノグラフィーを区
別する基準だとしたら、勃起した男根、性交、身体（正確にいえ
ばお尻）など、描かれた対象がまさにポルノグラフィックでした。
このように、ポルノグラフィックな絵を注文制作することは、富
裕階級の限られたサークルで昔から行われていました。

ライモンディの行為が前代未聞だったのは、彫った原版を用
いて大衆向けの複製（図版２）を印刷したことでした。ライモン
ディ自身が構想した作品だったこと、また作品がすばらしい出
来だったという事実も、教皇がすぐさま投獄するべきだと判断
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した理由でした。押収された版画はただちに焼かれました。一方
で、ジュリオ・ロマーノは、マントヴァにいたからにせよ、裕福な
注文主のためにポルノグラフィーを描くことが犯罪ではなかった
からにせよ、捕らえられたりはしませんでした。ライモンディの
行為に犯罪性が認められた要因は、生産手段に潜む危険性だった
のでしょう。すなわち「印刷された複製は素早く大量に拡散でき
る」という事実です。

つまり、ライモンディの罪は、ポルノグラフィーそのものでは
なく、それを「流布させた」ことでした。

印刷が広く普及し始めると、教会は新たな危険が生じたことを
理解しました。それは、不信心や異端よりも深刻で悪質な危険で
した。実際、ヨーロッパでは同じ頃に、ルター主義の文書（図版
４）や、教皇が反キリスト的人物として描かれたビラ（図版５）を
ばらまかれるようになりました。少数派の意見が「存在する」時
代から、「流布する」時代になったのです。そして、権力は歴史上
初めて、新しく生まれた大衆社会の同意を得なくてはならなくな
りました。大衆は、数の上で優勢なだけではなく、同意の内容を
決める力を持つのです。

デザインの主要な特徴であり、一般に芸術や工芸と区別される
点とされるのは、「デザインが生み出したものはオリジナルに存
在せず、複製に存在する」という事実です。そしてこれは単に生
産上の必要性がもたらす結果ではなく、美学的、機能的、意味的
な視野に基づく特徴です（DORFLES, 2001）。

現代の世界では、デザインはありとあらゆるところにあふれて
います。デザインは使われ、着られ、利用され、操作され、楽しま
れ、悪用され、無駄遣いされ、破壊され、リサイクルされますが、
とりわけ重要なのは、デザインが何よりもまず「見られる」もの
であるという点です。それがまさにこの本のテーマでもあります。
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ビジュアルデザイン、つまり眼差しのために設計されたものすべ
てが用いる伝達手段と知識を考察していきます。

デザインは非常に幅広い実践の集合であり、単一の解釈にまと
めあげるのは困難です。したがって、デザインを全体としてでは
なく断片に分けて、限定されたテーマ、あるいは複数の要素にま
たがるテーマをひとつずつ見ていく必要があります。疑問や矛盾
点については、解決の可能性を少しずつ探っていきます。ビジュ
アルデザインを一文で定義することはできませんが、所定の条件
における特徴を数え上げながら、その周りを探訪することはでき
るはずです。

この本の前提となるのは、「ビジュアルデザインは一つの学問
ではなく、生産と知識を取り巻く多様な領域に関する一連の言説
である」という立場です。したがって、物、情報、ストーリー、イ
ベント、企業、人物など、非常に幅広い分野を扱うことになりま
す。

私たちはビジュアルデザインに取り囲まれています。大企業に
よるグラフィックの使用、広告、コンピュータや電話のインター
フェイス、本の表紙、ミュージックビデオなどにビジュアルデザ
インが使われている事実を知っている人は少なくありません。

しかし、ビジュアルデザインは、明らかな情報伝達の領域だけ
ではなく、たとえば下着のタグ（図版３）にまで入り込んでいま
す。２センチ幅に収まるように織られた洗濯表示も誰かがデザイ
ンしたものであり、それが適切なコード（訳注：情報を表現、伝達するた

めの記号の体系）と象徴とフォントを選択して完成されたグラフィッ
クのプロジェクトであるという事実は、見過ごされがちです。

ビジュアルデザインというと、多くの人が日常の物ではなく美
的な作品のことを考えるのです。テート美術館のポスターやハイ
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ファッションの広告を思い浮かべても、エネル（訳注：イタリアの電力

会社）の領収書や、ウピム（訳注：イタリアの衣料品店チェーン）の下着を
ビジュアルデザインと結びつける人はあまりいないのです。

私がデザインの専門家だと知った人は、たいてい最初に「なん
て素敵。クリエイティブなお仕事ですね」と言います。デザイン
にいわゆる芸術的な要素が存在するのは疑いのない事実ですが、
それは複雑な議論や問題のひとつの側面に過ぎず、しかも主要な
側面とは言い切れません。特定のテーマの資料を集め、技術的な
疑問を解決し、図版の著作権をクリアすること（図版45）、クラ
イアントとの関係を築くことなど、さまざまな実践のすべてがデ
ザインの専門知識であり、デザインの形態と評価を決めるのです

（POTTER, 2010）。
しかし、デザインを志す若者の多くは、表現や視覚の要素しか

頭にありません。デザインをテーマとした書物や刊行物の大多
数が、フィリップ・スタルクやフランク・ゲーリー、ジョルジオ・
アルマーニ、チップ・キッドらデザインの巨匠ばかりを取り上げ、
デザインそのものについては語らないことも大きな理由です。

ファッションにおいて最も話題にのぼるのは、「オートク
チュール」の服です。美しく、限りなく想像力豊かな世界ですが、
生み出されるのは彫刻と同じく「表現」としての作品です。これ
と比べて、スーパーマーケットで売るセーターをデザインする
には、ずっと幅広い分野と技能に精通していなくてはなりませ
ん。単一のデザイン画をさまざまなサイズで使う必要があります
し、解剖学的・人類学的な検討に基づいて素材や縫製が決められ
ます。色選びについても、衛生面や象徴的な意味を考える必要が
あります。さらに言うまでもなく、布地や染料の耐久性も重要で
すし、仕上げやゴムなどのディテール、人間工学的な品質や価格
の適正さも考慮しなくてはなりません。
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少数のファッションデザイナーが抜きんでた評価を得るのは、
どんなに芸術的な服を作るときでも、確かな服飾技術によってさ
まざまな複雑な問題を解決させているからかもしれません。もち
ろん、芸術的な側面は名声につながり、人目を引きますが、一流
のファッションデザイナーであるかどうかを見分けるための判断
基準としては、ごく普通のセーターかそのタグをデザインさせる
のが確実です。優れたデザイナーであるためには、第一に、深い
知識を持つ優れた「職人」でなくてはならないのです。

もちろん、表現の領域において、ブルーノ・ムナーリの本は製
薬会社の文書とは比べ物にならない価値を持ちます。しかし、芸
術や創造性や才能は、デザインという多面的な営みから、いわば
不純物を取り除いた要素でしかありません。デザインを理解する
には、もっと幅広い地平から出発しなくてはならないのです。

ここで、ビジュアルデザインに話を戻しましょう。冷凍食品
のパッケージ（図版７）、鉄道の時刻表、薬局のレシート、マンガ、
数学の研究書、バスのチケット、銀行口座の明細書、パスポート
の書体、組み立て式家具の説明書（図版８）、グレープフルーツに
貼られた小さなシール、小説の１ページ、地図、交通標識、タイ
ルの模様、ハムに押された焼印（図版９）、ワイシャツの型紙、科
学的事実についての図解や模型、アメリカ大統領の顔（図版10）
……。

つまり、ビジュアルデザインとは、私たちが目にするものすべ
てなのでしょうか？　正確にはそうではなくて、「ある意図のも
とに見られるためにデザインされたものすべて」です。ここでい
う「意図」とは、大衆社会における特定の人々に情報を与え、ス
トーリーを語り、あるいは人々を誘惑しようとすることです。

iPadのインターフェイスも、近所のピザ屋のチラシも、同じよ
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うにビジュアルデザインです。チラシや本、パスタのパッケージ、
画面に表示される無数のウェブサイトのページ、多数の映画館で
上映される映画作品など、誰かが視覚的なメッセージを「大量生
産し、流布したもの」はすべて、ビジュアルデザインです。

このように、ビジュアルデザインを「非常に多くの要素を含む
集合体」としてとらえることに、何の意味があるのかと思われる
かもしれません。しかし、写真からエンターテインメント、記号
論からマーケティングまで、多様な分野に関わる縦横無尽な現象
として考えない限り、ビジュアルデザインについて語ることは

（そしてそれについて少しでも理解することは）不可能です。
ビジュアルデザインにまつわる多様な分野の間には、相互作

用が見られます。特定のプロセスが特定の形を生み出し、特定の
形が特定の社会によって選ばれます。そして、ひとつのテクノロ
ジーが別のテクノロジーに座を奪われ、その結果、別のプロセス
と別の形を生み出します。

実際、視覚に関する制作物は、常に文化、経済、社会の潮流に流
され、また常に別の人工物や伝達手段とつながっています。です
から、特定の時代や社会との関わりを無視して議論することには
意味がありません。しかし現状では、図像や視覚性をテーマとし
た本やインターネットのサイトの大部分は、作為的に選ばれた美
的な作品だけに議論を絞っています。判断基準はSNSの無数の投
稿と同様、「私のお気に入り」であることだけ。実際のビジュアル
デザインはこれよりもずっと複雑で、多岐にわたる言説と実践に
関わり、図版やポスターやロゴを並べて鑑賞するだけではすまさ
れないのです（HOLLIS, 2001/ MEGGS, 2011）。

ビジュアルデザインは広く普及した用語であり、ほとんどの場
合はグラフィックデザインと同義で使われています。しかし「グ
ラフィック」は狭義ではレイアウト、ブランド、ページデザイン、
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それにレタリングやフォント（原注＊）のシステムを指します。そ
れに対して「ビジュアル」は、視覚コミュニケーションの領域全
般に関わる用語です。

形容詞「ビジュアル」は、第一に見る行為に関わるということ
を示しています。靴も見られることを想定しているので、本来は
ビジュアルデザインに当たりますが、一般的に、プロダクトデザ
インに属すものとされます。また壁紙も見られることを想定して
いますが、これはインテリアデザインと見なされます。混乱が生
じているのは、コンセプトではなくてシステムの問題です。文化
のシステムの中に、大学や職業人が必要とする学問分野の数と同
様、さまざまな名称が存在しているのです。こうした細かい分類
は、日常生活においては許容されますが（そしてときには便利で
すが）、世界を理解する上では障害になりかねません。なぜなら現
実の仕事において、また人々の受容において、多様な活動の境界
は流動的だからです。

ビジュアルデザインを理解するには、カテゴリーごとに区別し
たり、商品ごとに分類したりしてはなりません。そんなことをし
て得られるのは、形態のリストだけでしょう。デザインを理解す
る最善の方法は、それをデザインした人は何を意図していたのか、
誰がデザインの委託者か、また社会的背景や、使われているテク
ノロジーは何だったかを問うことです。

よく知られたスローガンを言い換えるならば、ビジュアルデ
ザインにおいて「形態は機能“ではなく、意図に”従う」（原注＊＊）

のです。したがって、議論として知っていること（デザインの文
化）だけではなくて、思っていること（デザイン業界の外での通
念）をも探究する必要があります。さらに、正式な議論と並んで、
私たちの社会で通用している常識、神話、ステレオタイプを考慮
するべきだということです。普通の人は、「デザイナーは芸術家
＊	フォントは「字体」と同義語として用いられることが多い用語です。語源は16世紀フランス語で鉛、すず、アンチモン
の合金を指す言葉です。
＊＊「Form	follows	function」すなわち「形態は機能に従う」。
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の現代版」であり、「ビジュアルデザインで問われるのは創造性と
コンピュータが使える能力だけだ」と思い込んでいます。こうし
た通念も、デザインに関する言説の一部をなすものであり、注意
深く検討しなくてはなりません。

デザインの多くは、優劣にかかわらず、単にデザイナーの仕事
の産物ではなく、数学、工学、哲学などによって達成されます。

たとえば、本書の後半で詳しく扱いますが、「アイソタイプ」
という情報伝達のための視覚記号があります。これは現代のイン
フォグラフィック（図版276, 277）の起源となったもので、経済
学者・社会学者のオットー・ノイラートによって考案されました。
近年の統計学関連のテクノロジーとして最も重要な発明のひとつ
であるWorldmapper（訳注：さまざまな統計を、世界の国や地域の大きさや色

を変えた世界地図に視覚化して表示するマップアプリ）（図版271, 272）は、数
学者たちによって開発されました。イタリアを代表する洗練され
た文庫本、アデルフィ文庫は、グラフィックデザイン界で流行中
のスタイルとのせめぎ合いの中で、出版社の編集者によってデザ
インされています。

こうしたことを配慮し、この本では「デザイナー」という用語
を、現在進行形の「デザインしている人」という意味で用います。
数学者、貴金属の細工師、編集者、写真家、設計者、実業家、教育
界や文化関連の人物なども、職業区分とはまったく関係なく、デ
ザイナーになりうるのです。

276
277

271
272


