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SUMMARY

　The concept of “image expression,” a technical term used in design, originated from the 
Vienna Workshop．Image expression is an educational method that focuses on the fact that 
visual images, which are instantly associated with words and music, create various world 
views．In image expression, the act of “drawing” is centered on concrete depiction and 
descriptive pictorial expression．On the other hand, it is difficult to produce an abstract 
expression．“MOON” is an “undrawn” drawing method that replaces image expression．This 
undrawn drawing creates contingencies such as blurring, fading, and dissolving．Basically, 
an abstract pattern is created by mixing two colors．It produces a unique pattern in each 
drawing．The material, technique, and chance are used to obtain a high-resolution image．
Design words associated with circle-trimmed shapes are also important．The words produced 
from the images and links from those words also produce the next visual communication．
This is the visual design thinking circuit training method “MOON”．“There is a rabbit on 
the moon”— thinking from a distant earth, especially in East Asia, stories about the moon 
have been loved, and events such as “moon-viewing.” Images of stars were drawn resulting 
from the intense imagination of human beings before their appearance was defined, based on 
photographs taken using astronomical telescopes and satellites．Saturn, for example, is not only 
drawn with rings like it is wearing a hat, but, as its name implies, is given the color of soil．No 
one really saw it though．Images made previously limit human imagination．“MOON” does 
not describe the actual image of the celestial body, but defines a training method of abstract 
surface image design that expands human imagination and expression possibilities.
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■「MOON」――イメージ→ことば→グラフィック
メディア横断型で「ことば」について学んでいく
デザイン。

　デザインの専門用語に「イメージ表現」という概
念があります。このイメージ表現はことばや音楽を
起因として瞬間的に連想される視覚イメージはさま
ざまな世界を生みだすことに注目した教育メソッド
です。イメージ表現では「描く」という行為が具象
的な描写や具象的な絵画的表現が中心で、その反面、
描くという行為は抽象的表現を生み出しにくい性質
があります。「MOON」はイメージ表現に代わる「書
かないドローイング」メソッドです。ボケ・掠れ・
滲みといった偶然性を生み出すドローイングです。
基本的に 2 色の色の混ざり合いによる抽象的模様を
生み出します。そして 2 つと同じ模様が生まれない
ドローイングです。素材や技法、そして偶然性によっ
て、解像度の高いイメージを獲得します。また、円
でトリミングされた図形から連想されるデザインの
ことばもまた重要です。イメージから生み出された
ことば、そのことばのリンクがまた次の視覚伝達を
生み出す。これがビジュアルデザインの思考サーキッ
ト・トレーニング・メソッド「MOON」です。
　デザインに限らず、アートの世界でも「ことば」
に制約されてしまうデザインはどうしても窮屈な印
象を免れず、また簡単に予測できてしまうような退
屈なものになってしまいます。しかしながら「こと
ば」を失ったデザインもまた独りよがりなもので、
意味を喪失すればデザインの根拠を見失ったものに
なってしまいます。このようにデザイン脳を鍛えよ
うとする過程では、「絵を描く」と「ことば化する」
ことは非常に難しい関係であり、学生をみていても

絵の才のある学生ほど「ことば」については苦手に
している傾向は見て取れます。
　特に東アジアでは、月にはウサギがいる――遠く
離れた地球から思いをはせて、「お月見」などの月
を巡る物語が愛されてきました。星のイメージは、
絵画的描画で表現されたり、天体望遠鏡や衛星から
撮影された画像をもとにどのような星なのかイメー
ジの定着が図られる以前から、人間のたくましい想
像力によって描かれてきたものです。例えば、土星
は輪っかを被っている帽子のような姿だけではな
く、その名の通り、土色で描かれています。本当は
土色かどうか誰も見たわけではありません。先行的
イメージは人間の想像力を制限してしまいます。

「MOON」は実際の天体のイメージを描写するので
はなく、人間の想像力と表現の可能性を拡げる抽象
的サーフェース・イメージ・デザインのトレーニン
グ方法を定義付けます。

■描かない（計画性を持たない）ドローイング
――抽象的イメージの創出

　通常、美術やデザインで重要視されることは「書
く（描く）」ということですが、描く行為には「意思」
や「癖」がどうしても内在します。抽象的で偶発的
な模様のようなイメージを引き出すために、ここで
は「何か具体的なモノを書こう」「このように描こう」
という書くことから離れて、偶然的に生まれるド
ローイングを行います。抽象的表現、あるいは具象
と抽象との間の表現と言ってもいいかもしれませ
ん。キャンパスは丸いシナベニア。最初に所定のサ
イズの円をコンパスで描き、その周囲にマスキング
テープを貼っていきます。このマスキングテープを
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貼る行為が肝心で、直線のマスキングテープを使っ
て短く切ってつなぎ合わせて曲面を作っていきま
す。面倒くさい行為ではあるのですが、この修行の
ような手続きがじつは大事で、作者が思いもつかな
いイメージと出会ったとき、面倒な行為と感じなく
なるのです。にじみやかすれ、色の混ざり合いなど、
スプレーによるドローイングは作者の意図を超えて
現れます。スプレー缶は任意の 2 色を選んで、思い
に任せてドローイングします。何枚描いても OK で
す。出来上がったら見る向きを決めて、スキャナー
でスキャンします。【Fig.1】

【Fig.1】

■イメージから連想する「ことば」との出会い

　我々ビジュアルデザインに関わっているクリエー
ターにとって、言葉から連想するデザインの制作は

「既視感」や「クライアントからの要求」などに支
配される場合が多く、つまらないデザインに陥りや
すいことがあります。お題があって、そこからイメー
ジを想像するには、一端そのお題から離れる必要が
あります。
　本来デザイン教育において、「イメージ」と「こ
とば」の関係は「交わらない関係」にあるといえま
す。たとえば「祭り」ということばを聞いて、何人
かの頭の中に思い描かれたイメージは一つとして同
じイメージが浮かばないでしょう。10 人いれば 10
通りの祭りのイメージが浮かびます。そもそもこと
ばの問題とイメージの問題は分けて考えなければな
らないというのがイメージ表現の原則です。これは
ウィーン工房の出身で日本でデザイン教育をもたら
した上野リチ・リックスのイメージ表現の教育法と
して残っています。上野リチの場合、ことばからの
イメージ表現という手法で、まず簡単なお題を出し、

そこから連想する世界を絵として描画するという教
育法です。これは現在のイラストレーションにも通
じている手法です。しかし、上野リチの場合、たと
えば京都ホテルのカーテンのテキスタイルの図案の
ように、日本の花鳥風月の世界観と出会い、とくに
花や草木をモチーフとした図案を多く残していま
す。つまり、抽象的な図案ではなくあくまでも具象
的なモチーフなのです。
　ここで肝心なのは「祭り」ということばをお題に
出した途端、学生たちの経験や思い出あるいは新聞
や雑誌でみた写真の印象から連想する脳が活動しま
す。上野リチはことばとイメージが交わらないとい
うことを利用したデザインの発想のトレーニング方
法を日本にもたらしたと言えます。
　「MOON」では「円」を「月」や「星」といった
緩やかな対象を設定しながら、1 つのイメージを無
意識にそして抽象的・反抽象的に作り上げ、そこか
らことばを発想し、詩や文章を見つけてていくプロ
セスを取ります。上野リチのイメージ表現のような
ことば（意味）からイメージを作り出すイメージ表
現とは逆のプロセスです。【Fig.2】

【Fig.2】

　ドローイングができたら、その描かれた世界から
連想する「ことば」を探します。自分の知っている
ボキャブラリーのなかだけではなく、詩や歌詞、わ
ざと難しい文献をあたってみるとか、自分のことば
の世界を拡げる試みに無意識のうちに向かわせるの
です。どういうわけか絵を描くことが好きだったり
デザインが好きな人たちはことばを苦手とする人が
多い傾向があります。もともと本が好きな学生も中
にはいますが、「本を読みなさい」といういわゆる
強制的な出会わせ方ではなく、自らが関与したイ
メージに起因する「ことば探し」を促すことによっ
て、ことばとの出会いに抵抗感を持たないような
ルーティーンを獲得します。
　イメージとことばが揃ったら、Instagram などに
アップして、メモ帳代わりに SNS を使ってみます。
このプロジェクトに参加しているメンバーは、画像
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　WEB 上でも見せ方を変えてデザインしてみても
いいのですが、紙のメディアに展開するよりも「横
組」「書体が選べない」といった制約が多いため、
イメージと文字の編集に自由度がないのが SNS の
ウィークポイントです。したがって、できたイメー
ジとことばの合体した編集物は、別の形で WEB に
再編して構築することで、編集方法の多様性を知る
ことにつなげていきます【Fig.5】。

【Fig.5】

　　」

　ここで 重要なことは「展開力」です。シナベニ
アに描いたオリジナルのドローイングの力を超え
て、新たな魅力を作れるかどうかがデザインそのも
のの価値であると気づかせることも重要です。また、
オリジナルのドローイングがもつ圧倒的な魅力を、
スキャンやグラフィックへの展開によってパワーダ
ウンしていないかどうか、違った魅力を作り得てい
るのかどうかを知ることも重要です。原画（オリジ
ナル）はやはり圧倒的な存在感を持っています。そ
れがスキャンやプリントなどのいわば「複製」によっ
て魅力が落ちるのではなく、「目的」や「メディア」

「素材」を替えることで新たな魅力を創設している
かどうかがグラフィックに展開する際に重要になり
ます。だからこそ、たとえば本に展開する場合は紙
質や判型にこだわったり、印刷技法に詳しくなって
いこうとする欲求が生まれてくることになります。

■実際にお月見をしてみる

　空気の澄んだ場所へ行き、天体望遠鏡を実際にの
ぞいてみて、自らのスマートフォンで月の画像を自
身で撮影することで、MOON を自身の実体験へと
近づけます。ビジュアルデザインで所有している天
体望遠鏡は入門用のもので、集光率も肉眼の 100 倍
程度の低いモデルですが、それをアタッチメントを
つけてスマートフォンで撮影します。スマートフォ
ンの拡大率が大きいので、画面一杯の大きなサイズ

とタイトルにも「いいね」を付けたり、あるいはア
ドバイス的なコメントを残したりしながら、他者の
作品からもイメージとことばの出会いを届ける機会
を設けます【Fig.3-1、3-2】。

【Fig.3-1】 【Fig.3-2】

■グラフィックに展開する

　「月の書物」と題した冊子を作ってみます。イメー
ジ要素である「月のドローイング」と選んだ「月の
タイトル」、「詩」を組み合わせていきます。紙メディ
アへの編集です。このとき、「どんな書体で」「どん
な文字の組み方で」といったページの印象を左右す
るイメージの問題にスイッチします。「この詩だっ
たら、この書体を使って、このように組んでみたい」
というページネーションの世界観をデザインしてい
く行為に移ります【Fig.4-1 ～ 4-4】。

【Fig.4-1】 【Fig.4-2】

【Fig.4-3】 【Fig.4-4】
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のない何かでできているようです。また「宇宙は拡
張している」という発見があり、銀河系の隣にある
アンドロメダ星雲はこの膨張によって 60 億年後に
は銀河系と衝突すると考えられています。実際に、
アンドロメダ銀河と銀河系は秒速約109kmのスピー
ドで接近しているといわれています。そして 2 つの
銀河が衝突を繰り返して、最終的には巨大な楕円形
の銀河に合体すると考えられているそうです。また、
太陽においても 50 億年後に消滅するということが
分かってきました。こんな話を聞かせると、学生は
しーんとなって暗い表情になってしまいます。
　子供たちは宇宙パイロットに憧れを抱いたりしま
すが、十分なフィジカルトレーニングを積んだ宇宙
飛行士が無重力の環境から地球へ帰還した途端、担
架で運ばれる様子から、宇宙の無重力状態では筋肉
の衰えが激しく、まるでアメーバのようになってし
まう感覚があるそうです。あるいは宇宙線（放射線）
の存在も、宇宙が安全とは言えない環境にあること
を指していますが、こういった事実についても目を
向けるべきでしょう。
　こうした理論物理学の説について、もしその説が
本当であれば、私たちは呑気に構えていていいのか
と不安になったりもしますし、地球温暖化現象によ
るといわれる異常気象でさえ、直面しないかぎりま
るで人ごとのように感じてしまっています。これは
宇宙で起きている「変化」についても無関心でいる
のではなく、一つの知識として、我々「MOON」
というプロジェクトに携わる人たちが「なぜ、人類
は宇宙開発が必要なのか」「悲観的にならずに私た
ちができることは何か」を知っておくということが
重要だと考えています。普段見ることがない科学雑
誌などにも目を通し、何が事実なのかを知りながら、
それでも月に、宇宙にロマンを見いだしてほしいと
考えます。
　アポロ計画以降、月にはさまざまな地名が名付け
られてきました。アポロ 11 号が着陸した場所はちょ
うどウサギの頭にあたる部分で、「静かの海」と命
名されました。「静かの海」……なんて素敵なネー
ミングなんでしょう。月の場所の名前からはネーミ
ングを学ぶヒントが詰まっています。ことばやネー
ミングに苦手な学生にも、自分のボキャブラリーの
中から一言で言い表そうとするのではなく、素敵な
言葉を日常的にスケッチ帳にメモしておき、それら
を 2 個、3 個くっつけてみると「静かの海」のよう
な素敵な複合語が自分でも作れるんだということを
実践していってもらいます。あるいは複数で評価し

で撮影することができます。撮影にはコツがあり、
なかなか簡単には撮影できません。もっと美しい画
像は WEB にたくさんありますが、それでも自分が
撮った月の写真ということが重要で、この MOON プ
ロジェクトに参画している自覚と月に対する興味も
ますます膨らんでいきます。カメラ好きの学生だと
スマートフォンではなくてアタッチメントやコンバー
ターをつけてミラーレス一眼のカメラで高解像度撮
影をしたいと考える学生も出てきます。その欲求が
生まれることが、実際のお月見では重要なのです。
　また、他者が作ったドローイングのオリジナルを
鑑賞することでも、表現の多様性を知ることができ
ます【Fig.6】。ドローイングは抽象的で無意識に作
成することを重視して作りましたが、他者と較べて
みるとやはり自分の癖だとか個性が出ていることに
気づかされます。作ることだけではなく並べてみて
鑑賞することで個のイメージが実体化され、この様
子を誰かに「伝えたい」という欲求の発芽を促します。

【Fig.6】

■なぜ「MOON」なのかをちゃんと話してあげる

　月は昔からロマンティックなものです。ものがな
い時代は「月」を眺め、お団子をお供えし、かぐや
姫の物語を伝え聞かすということが東アジア文化圏
では行われてきました。あるいは月の満ち欠けで潮
が変化するといった自然現象も知識のうちにはある
でしょう。しかし、文明が発達した今日、月に対す
るロマンティックな印象も徐々に薄れてきているよ
うに感じます。しかし根幹の部分では「円」「丸」「月」

「星」といった宇宙の神秘には若い人たちは興味を
持っているものです。
　一方で 20 世紀後半の最も驚くべき発見の 1 つに

「ダークマター」があります。私たちを形作ってい
る一般物質は宇宙にある物質のごく一部に過ぎず、
宇宙の大部分はこれまでに観測も検知もされたこと
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にもネガティブのレッテルが貼られるようになって
きていて、地球温暖化が現実味を帯びだしたいま、

〝ロハス〟であったり〝人間中心のデザインから地球
中心のデザインへ〟などと「自然回帰」の動きを見
せています。そこには、ロゴス（logos：理性、言語）
とピュシス（physis：自然、野生）というギリシャ
哲学以来続く問題が横たわっていると思います。
　現代社会はロゴス（言語）の肥大化を象徴するも
の、たとえば企業、経済、あるいは都市のような人
間がつくり出したシステムが必要以上に肥大化した
と指摘できます。人類は貨幣というものを生み出す
ことで余分な財産も腐らせずに貯め込めるようにな
り、近年では仮想通貨まで生み出してピュシス（自
然）を超えようとしています。さらには個体の死を
超えて財産や企業社会、あるいは都市のような仕組
みを継承することも可能にしました。でも、それら
はロゴスが勝手につくり出した、いわばある種の幻
想ではないでしょうか。
　一方、ピュシス（自然）の世界では、食物などの
余分があれば他の生物と分け合うことで無駄なく活
かしますが、ロゴスの肥大化がピュシスの存続を脅
かすくらいの社会環境の変化、温暖化や森林の減少
などが顕在化するまでに至っています。
　それゆえに近年、ロゴスとピュシスとは相容れず
に問題が顕著に表れるようになってきました。人間

合うことで「その名前いいね」ということばのトレー
ニングに結びついていきます。

■イメージを作品化する――

　作った「イメージ」を額装し、アートとして鑑賞
できるように額装します。作ったイメージ一つひと
つが作品であるために、デザインの領域においても
額装するなどをして「しつらえる」ことが必要です。
ドローイングしたシナベニアの板のまま放置するの
ではなく、木で作った額のフレームにマットを入れ
てアクリル板でカバーする。展示のしつらえを学ぶ
こともMOONのプロジェクトでは重視しています。
　同様のことが PC を使ったデザイン教育でもみら
れ、たとえば写真画像を撮影してプリントせずに
データとして PC の中に入れたまま「撮影した」と
思っていたり、SNSやデータサーバにアップして「で
きた」と自己満足している学生が意外に多く、作品
としてアウトプットする（アナログ的行為）が抜け
てしまっている場合があります。そのような場合は

「誰かに作品を見せる（伝える）」という行為が欠落
していることになります。額装したりプリントする
行為は、一見すると無駄な行為のように見えますが、

「誰かに視覚伝達する（伝える）」ために非常に重要
な行為なのです。

■ビジュアル展 

　ここで作った 100 個の「MOON」を使って、さ
らなる展開力を発揮してポスターに仕上げてみまし
た。1 個づつのイメージが粒子の集合体のように配
列された途端、1 つの月は粒子と化し別のイメージ
を生んでいるように見えると思います【Fig.7】。さ
らにこれらのイメージを使って、「MOON」のロゴ
の展開や、水玉などの模様やファブリックへの展開
を考えても良いでしょう。イメージがことばを生み、
詩の世界へと思索し、さまざまな知識と出会い、そ
れがまたイメージへと帰っていく……MOON プロ
ジェクトのメソッドは、イメージとことばの思考回
路の循環を目指しています。

■振り返り——
　「ロゴス」と「ピュシス」の問題について

　現在、資本主義社会の見直しが叫ばれ、産業革命
以降その資本主義を支えてきたデザインという概念

【Fig.7】
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バランスの育成が、とくにビジュアルデザインの世
界では重要なのだと考えます。
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行

◉  ギリシア哲学 30 講 人類の原初の思索から ( 上 )――

「存在の故郷」を求めて、日下部吉信著、明石書店 刊、
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は、ピュシスとロゴスという矛盾を含む存在である
ということを忘れているようです。地球上の生物の
中で唯一ロゴスを手に入れた生物が人間なのです

（福岡伸一氏論文参照）。

　ビジュアルデザインの世界では「非言語」あるい
は「無限語」による異言語の民族の間でのコミュニ
ケーションについて研究されてきました。場合に
よってはロゴスを否定的にみるデザインもありまし
た。しかしながらロゴスの中にも、表音文字を中心
においた言語体系をもつ人類と表意文字を中心にお
いた東アジア漢字文化圏のように、ロゴスのあり方
や構造自体が異なる文化形態の差というものも存在
しますし、必ずしも二項対立する問題ではないと考
えます。この 2 つはむしろ同根であると考えた方が
良いのです。
　また、芸術・アートの世界からはロゴスと対峙す
る存在としての性質のアピールを強め、たとえば地
方での美術祭の実行や、古民家を使った展示、過疎
地で暮らすアーティストの増加など〝脱都市化〟の
動きが見られる一方、現代アートにおいてはもはや
一個人が収拾のつかない異常なまでの巨大作品が生
まれたり、テクノロジーと融合しロボットが絵を描
いてそれがある価格で販売されていたり、企業にお
いてはアートを企業活動に持ち込むことで逆に利潤
追求にプラスになったなど、ピュシスの見直しを図
ろうとする動きと、AI やテクノロジーと融合して
新たなピュシスを模索しようとする動きや、企業や
団体の経営者やリーダーが、自身の価値基準を持ち
ものごとを相対化させ、複眼的に見るために必要な

〝リベラルアーツ〟といった概念、そしてそれらを
単純にロゴスとピュシスの問題として解析できずに
いる哲学的な課題も孕んできています。その極端な
一例が東京都新美術館にみられるような巨大な現代
アートのメルクマール、美術品の収蔵という美術館
が果たすべき一つの役割を完全に放棄し、巨大な収
蔵装置として小さな美意識をはねのけてしまうよう
な「美意識の異常」ともいうべき現象が都市で生ま
れています。芸術の世界でもロゴスとピュシスのバ
ランス（均衡）と、それとは別に問題意識を持って
生まれてくる美意識（リベラルアーツ）とが混沌と
したかたちで未整備の状況です。

　デザインにおける言葉とイメージの関係は、ロゴ
スとピュシスの関係のように、相互がバランスを取
り合って個々の頭脳の育成を図っていくこと。この




