
ラテン脳の｢Ie9Ulo｣に由来する。さまざ添思禍､艮謹、
スタイルの活字と同じ高さの金属片の記述に使われて

いたが､これが伝統的に線の印刷用に植字工によって雁

いられてきた。

けば地図で山地のシエーデfングに艇う平行な蝋で､脳

の営蛎の度合いが鯛斜の陰しさを示す。

高解惚度モニター２４ビットカラーを裟示できるモニタ．

拘束〈1)たとえば,ページレイアウトアプリケーション

では.あるピクチャボックス(｢拘票するアイテム｣)の

中に別のピクチヤボックス(『拘束されるアイテム｣)と

いうように､あるアイテムの中に1つ以上の別のアイテ

ム奄閉じこめる一部のアプリケーションでの擬龍｡(2)

３Ｄアプリケーションでは､アイテムを特定の平面､lWH，

角股に＃I｣限すること。

交点一部のドロー系アプリケーションとページレイア

ウトアプリケーションで､相互に重なり合うまたは交差

する2つ以上の図形からiつの図形を作る隈能。

胴ペン非常に綱かいインクのペンで､錨麗者がカラス

の羽在切り収つ/と画の逓便って告いていた時代に田来
する。

ゴーストオブジェクトの外側の層をフェーディングし

て､通常は見えない内側の部分を見せるイラストの投

法，この按法は物に技術的なイラストで使い､釧造物に

植われた棚間を見せる。

閑塵拡敗法デジタルスキャンで億隣接するピクセルと

の間の葦の平均下によって画震の寅を高める方法。グ

ラフィックスアプリケーションではこの技法は｢アンチ

エイリアシング｣と呼ばれる方が一般的で､こ洞は補間

という技法蓋使う，

子持ち郷線太い鞭と細い線の組み合わせから脱るI蝿。

コンチェルテイーナ棒グラフ３満目のデータブロツトの

ｾｯﾄをミラーした棒グラフのデータフロットの1つと

同じ平面に追加して､３セットのデータを比蕊する棒グ

ラフ。

コントロールポイントベクトルベースの(描画)アプリ

ケーションで､パス(畷)の小さなノブ語には点で､これ

によって｢ベジェコントロール八ンドル｣で形状や将性

を姻謎できる△

サーフェスジオメトリ３Ｄアプリケーションにおいて、

面の下にあるジオメトリが面を平刑化し疋とき見える

ようになること｡

彩飾中世で一穀的だった文字､ページ､皿禍はどを会，

鎖､色彩で芸龍する技法。

３次元マッピング３Ｄアプリケーションでテクスチヤマ

ップ(画像)の1つのコピーを立方体の6つの1mそれぞ;ｈ

に適用する技法。

3点透視図３つの消点による投影［

サンブルサイズピクセル数またはデータ扇。画倣訳忙

はサウンドなどその他のデジタルファイルについての

情報の評価のためのサンプルとして便う．

膳謹解説

シェーデイング３Ｄアプリケーションで､潤めに光が当

たる結果現れる面の色。

祝蓬視点の変化によって､相関する2つのオブジェクト

の目に見える動き。

視点３Ｄ酒はビューに対するピューアの位琶

斜行一認のグラフィックスアプリケーションに内蔵され

ている鍵菖で､活字の又字または剛像准斜めにする.｢働

斜｣とも言う。

シャドウ(領域）画倣の辰も賄い談には濃い領幼［

垂直方向の配置ページの上下やカラム､枠を基準にし

た画像やテキストの線などの珊目の陥消。

自由形式の図形不規則な非幾何学的図形‘

充てん文字一部のアプリケーションで指定されたタブ

ストップの間に霜入された文字。

縮尺拡大図案件を爽服のサイズに比例させて播定さ机

に尺度で翌す地図や見取り図などの図面のこと。たと

えば１１１０の尺度で揃かれたオブジェクトは､図面の１

つの測定狛位がオブジェクトの災寸の10の単位に等し

いということ。したがって図面の1cmは爽寸の10cmと

同じに江る,、

シンボルオブジェクト､プロセス､活lMj逓表り.数字､符

号､または文字。庭とえばコンピュータのアイコンは図

式記号の一つ。
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3Ｄ（ThreeDimen5ionQl）３次元､つまり平坦なペー

ジやモニターに深さの印象を与える効興。

制御寸法画倣のいずれかのr寸法(高さまには幅)で､リ

イズの拡大棚小の蹴磁として使う。

噸澗加盟

セピア通常のグレイのトーンが茶色のトーンとして圏

示される茶色とモノクロのプリント．

唖１１１方向の位園関節ページの上下やカラム､枠からテ

キストやその他の項目を等箪室に睡言設定(垂直方向の

佑潤合わせ)すること。

一ムの効果左生晒９
や
ｄ

ｒ
ｌ
ｌ
ｌ

スムージング『アンチエイリアシング｣(｢インピトゥイ

ーン｣トーンのピクセルの追加)と呼ばれる技法による

ピットマッブ耐倣とテキストの法純化。スムージングは

－部のドロー系アプリケーションと3Dアプリケーショ

ンでも便われる。そこではパスに週用して線遊スムー

ズにするか､｢ポリゴン｣に適用して最終レンダリングの

解徹度を微調整する雀

セル霞計算ソフトなどの行と列にデータだ入力するた

めの1つのスペースまたは蝋位。スキニング耐行機の翼のように-速の｢骨｣が頚り渡さ

れた面‘

ゼロベース値ゼロでY軸渥摘切る桐の線。このため､ゼ

ロベースを超える値は正の閥で､ゼロベースより下の

ものは負の値。

スキヤンドットスキャン装置の解像度。マシンのドット

と同じようにdpi(dotPerinch)で定義する。ただし.ス
キヤンドツトの解倣度を計算する公式は､マシンドツト

師倣隈の計算のものとは関迎がない｡画像に対する大

ざっぱ芯経験則では､確的に１曲lpIを趣える八-フ
トーンスクリーン線致で出力され､スキャン解倣１２M歳

Ipiスクリーン混致の1.5后になる。画面に対する遇の

は133Ipi以下､スキャン震屋度はIP7スクリーン瞭致の
２０倍.八一ﾌﾄー ﾝドｯﾄが余分なディテールを再現

で皆るほど小さくないため､高解倣度でスキャアンして

も遡いはない。

鮮脱化隣接するピクセルとの間のコントラスト涯咽や

して醐燃の1W明腿を増すこと。

スムーズポイント２つの湾曲した縄を縞ぷべジェコント

ロールポイントで､運・髄した曲雛を形賎する．

線ツールグラフィックスアプリケーションで､照と盤服

を猫くのに使うツール。そのツールが耀と横の野殿し

か描けない埋合は､通常『直交｣綴ツールと呼ばれる｡

体頂グラフ値が大幅に異なるデータの比較や大規供なスポットライト３Ｄアプリケーションで、円碓の光の上

双柱脳尚じ太さの2つの線から観る蜜蝋(伝統的な植字

では真職から作った)を､太さの異なる2つの線からな

る野線(｢子持ち野｣と呼ばれる)と区別するのに使う用

語。

正方形コーナーツール大部分のアプリケーションにあ

る槻能で､正方形や長方形を描くのに使われる｡｢四陛

形ツール｣とも呼ばれる。

スケーリング画像を正しい再生サイズにするのに必要

な拡大師小の度合いを考え出すプロセス。

適度３Ｄアニメーションで､時間に相対してオブジェク

トの位圏が変化する割合。

スコア一部の3Dアプリケーションで､シーンの含オブ

ジェクトとプロパテイに関する階間慨R在硬す用鯛。 捜線３Ｄで､曲胤に対して正接でスプラインのコント仁

一ルポイント涯迩週する職信接線は曲線の卿劉こ似う。

対数固定数ま進は底を累棄して所定の致渥生み出す累

渠を菱す数字。対数の加算と減算は奨算と除算に等し

いので､計算を簡素化するのに使う。

スナップ多くのアプリケーションで､見えるグリッド線

に沿って項目の位置段定を自動的に導く機能,磁石の

ように椴能し､デザらfンやレイアウト作美に憲与する。

切断図外測のf願｣の一謡を取り除いて内記の働きや涛

姻が見えるようにしたオブジェクトのイラスト。

対数目盛り対数に垂づく目盛り。Ｏから蛸溌ることは

なく､どれでも底になるが､１０を底とするものが尼も

よく便われる。

Zパッファレンダリング合ピクセルのカメラからの距雨

（｢Z距蔑｣)を算出､保管し､次に最後に鰻も近いピクセ

ルを描画して､同じ堤所の2ピクセル<1つがもう１つの

前)の問I題を撰決する３Ｄレンダリング。

スプライン３つ以上のコントロールポイントで定穀され

る河閲した暗のデジタル表現響３Ｄアプリケーションで

一般的。



デリニエイト韓郭侭を太くすることで猟猫画またはア

ートワークの翰郭線を強調すること｡

禰麺解説

データの液現に使用する。２次元ではなく３次元を使う

ので､スペースを多く使わないで､面グラフが饗すもの

より最大１０信大きい恒を表理できる。

ティルト帆聴について槻のパンを実行するカメラ。 デジタルドットデジタルコンピユータ歌脆僻デジタル

デバイスによって生成されるドｯﾄ｡デジタルドｯﾄは

すべて同じサイズだが､八一フトーンドットは変化する

ので.デジタルで生成されたいくつかのハーフトーンド

ット<最大256,16×１６マトリックスで)が台八一フト

ーンドット届栂戒するのに必要と芯る。

i･Ｉ津

デイングパット義庇的記号のフォントに対する現代の名

前｡従剰さプリンタの飾り､花､アラベスクと呼ばれて

いだ。タイリンググラフィック項目の反復で｡あらゆる方向に

並べて反復するので､タイルのよう芯換搬な形成する。

データグラフィックデータの視覚的表現。

データポイント線グラフの作威に使う正確なポイント。

桐円円形面のオブリックピューに相当する長円の図形@ DEMD1giIolElevoHonMQdelの略。地球の表面の３Ｄ
モデルから生戊できる､規則的に間隔を置いて配置さ

れた高度のデータの集合｡ＤＥＭは地図制作者によって

広く使われ､専門のソフトウェアによってシェーデイン

グされたレリーフマップが生み出されている。

ｍ点３Ｄでポリゴンやコントロールポイントの各コーナ

ーでのx､ｙ､ｚの位置。

多ｍグラフ複数のデータセットのプロットを示すグラフ

で‘郡似データの比煎に健われる､，

雲
‐
‐
…
●
！
●
●
’

テーパーグラデーションされたトーンや色を指fす用醐,

あるトーンや色から次のものに進行すること。

対称点２つの湾曲した鞭を箱ぶぺジエコントロールポイ

ントで､連暁した圏擦を形厩する｡｢砿線ポイント｣とも

呼ばれる。

テーバー角グラデーションされたトーンや色がお互い

に吸収される方向圏

投影マッピング３Ｄオブジェクトへのテクスチャマッピ

ングで､テクスチヤが画像の表匝に投影されたように

見える。

断面ナイフでスライスしたような感じに見せ､内部②

、;IMIや伽麿狸明らかにした対敷物のイラスト。

デカルト座棚系３Ｄアプリケーションで採用されている

脱何学システムで､数字を使って、１つまだは榎数のポ

イントが交挫するMi点准基剛に平面上のポイントの位

置を示す。

テンプレート(1)図面の補助として似わ机る図形｡(2)

テキストと画倣渥あらかじめ位間股定して作っ化文雷。

脳り返して作脱される他の顛似文閏の駆礎として便わ

れる｡

直交投影還視図がない(または透視図が/､隈な)側合に，

平行投影の線を示すイラスト技法。

頂み函ね瓶序ソフトウエアにおいて､ある項目の前や後

ろ芯ど他との相対的な位置。

テクスチヤマッピング／サーフェスマッピング３Ｄで､

２，の画倣を3Dのオブジェクトに巻き付ける技法。ｍ点アニメーション３Ｄアニメーションで嬰圃のコント

ロールポイントをアニメー卜してオブジェクトの形淡を

変化させること。

透視図２，平面に3Dオブジェクト唾レンダリングする

技法,荷定のポイントから見危と沓の､オブジェクトの

相対的位僧やｻｲスと同じ印欺准与えることにより､爽

腺の視界を再現する。オブジエクト課での距離が短い

ほど蘇視図は広くなる．連に至謡が大きいほど蓋担閥

は銭く芯る．

テグレードドットのサイズを変化させることによって

徐々にあるエッジから別のエッジに変更する漸次的変

化の八一フトーン。

砺圃線同じ高度のポイントを結合した地図上の蝋喧

直交線画像の基準点巷示すために便う腺によるグリッ

ドシステム。特に１１１図上の経線と緯線。

デジタルデジタル録音などの２進数で表される情報ま

たは信号から作られる､あるいはそれによって処nllさ

れるすべての琶の。偶堀を初埋的変動要素で翌す方法

（鍾言では､これはビニールのレコードの溝を介して行

われる)であるアナログとは里なる㈲



蝋

凧凹解鋭

特性哩閃図プロセス分析の岨画的汲現で､間囲の醗因

やその解決方法､プロセスに与えるその効果を特定す

る｡｢魚骨図｣とも呼ばれる。

ドット次の3つを掴す用囲として使われる。すなわち、

八一フトーンドット(ハーフトーン圃像の邑本要累)､マ

シンドット(レーザープリンタまたはイメージセッター

よって作られるドット)､スキャンドット(厳麗に目えば

ピクセル､スキャンされたピットマップ画像を樹成す

る）。八一ﾌﾄーﾝドｯﾄはIPI（Iineperinch)､マシンド

ットはdpi（doIperinch)、スキャンドットはppi

（pixelpe『inch)の単位衷現で区別される．ただし、

後留は間違ってdpiで嚢されることがある｡このように、

「ドット｣という用四で八一フトーンドットとマシンドッ

トを説明するため､スキャンドットは常にピクセルとし

て参照される。

ドット／ストライプピッチモニターのドットまたはピク

セル間の鐘隠(実瞭にはスクリーンメッシュの穴やスリ

ット)。ドットが近いほど画像の衷示が細かくなる。

ドットアンドティクル綱かなペンで小さな点描ドットか

ら画像を栂成するイラスト技法のロ阻喪現。

トボグラフィック構遭地形の人工および天然の特徴の

鮮綱江盟述．

トライトーン３色を使って印刷されたハーフトーン画像。

通常､モノクロ画像は2色を週加して凹質を高める。た

とえば､プロセスの岡色とマゼンタ老瓜に追、すると

セピア画倣が生み出される．

トラッキング選択されだテキストの文字間のスペース

を飼整すること。文字のペアしか関係しない｢カーニン

グ｣とは異なる。

トリム曲録３Ｄであるオブジェクトの野而上で､別のオ

ブジェクトとのﾖごEによって作られるf#rgo褒面のー配

分を切り取る。

ドロー系描画アプリケーションピクセルを使って画像

（ビｯﾄマップグラフィックス)を作るペイント系の描画

プログラムと区別して魁描画アプリケーションはオブジ

ェクト指向のもの(｢ベクトル｣を使って算術的に観と図

形を定種する)として定農できる。両方を組み合わせて

いるものもある。

斜め鯉ぎ伝統的な極字に使われている､四角のフレー

ム罫線の傾斜した鰯。またソフトウェアアプリケーショ

ンでは､囲織や鯉の｢エンドキャップ｣を定磯する方式

として使われる。

＝、閲折目I出侭イラストの部分に注釈／脱明を箱びつ

けるときの､届きにくい点にi国するために2つの角度を

伽えた鯉。

一価四組通う太さの2本の理(従来の１，字では同ちゅう

から作った)を『平行函副と呼ばれる同じ太さの2本の

噸から区別するのに使う用圏。

湖景主要芯題目や前景がある画像の領域。色付けして

画倣に特別な定競を与えることができる。

聞圃面-26の3Dアプリケーションで､Ｘ~Z柏を方向付

ける基獅面で､聞園の基姻となる。

バイト８ビットから成る1つのグループ(Oと1)で、１つ

の幽位として処理される。８つのOと1では256通りの

毘列でしか梢成できないので、１バイトはO～255の間

の価しか表現できない。これはそれぞれを表すのに1バ

イトが必要なASCII文字の品大数。

バイナリ２をその底として使う算術システムで､２つの

価､つまり、１か０，オンまたはオフ､有か篇､正または

負､大または小でのみ要す。

パイナリコード１またはOに基づくコンピュータコード

で､これを使って文字または命令を覆す。たとえば､バ

イナリコードO1100010は小文字の｢b｣を饗す。

ハイブロファイル

る項目。

囲れて立っているか､周囲を跨示す

パック CADシステムで使われるより複雄な｢マウス｣。

パレート図状況の縞栗の80％はわずか20％の澗毎〕勺原

因から生ずるという理協(｢パレートの法則｣)を脱明す

る図。

反射ツール－部のアプリケーションにある､項目をそ

のミラーイメージに変形させる､または項目のミラー

イメージのコピーを作るツール．

反転画像上下または左右に反転さ札疋画像。したがっ

て､鏡像のように.画像の左にあったものが結果として

右にくる。

半トーン画像のトーン閲囲で回も館いものと最も明る

いものと間の任恵の位圏で､通常そのほぼ中間の位画

を指する。

BﾍＮ１０ＮＥ⑨PonloneInc・の色歴印､制御､品質条件



に対する専有商昼それぞれの色が以降の印刷のため｜
の公式(百分率)の配述を持っている｡PANTONEI
MAmCHINGSYS1EM圃さ世界中で使われ､どのデザ１

ｲﾅー で拒定された色はどのプﾘﾝﾀでも正砺に合わ；
せることができる。

パンプマップピットマッブ画像ファイル｡通常グレイス

ケールで､３Ｄアプリケーションで衷固の修正やテクス

ﾁｬの適用にもっとも多く使われる｡画像のグﾚｲ値！
は高い値が割り当てられ､黒が谷を､白か嘘を褒す｡パ

ンプマッブは．起伏地図の生成にＤＥＭ（Di9ilo1

E紬ぴめnlVbp)の形式で使われる。

凡例地図､グラフ､図､その他のビジュアル形式での慣

頗の翌現で使う記号または色コードの脱明リスト。

ピーキング２つのトーン飼哩が交わる部分の漫度の蓬

を畑やすﾌｨﾙﾀを使って､デジタルで画倣を鮮明にす

る方法｡｢エッジの鮮鋭化lとも呼ぶ。

引出線/引出圃画像の要素に対する注釈や股明の位置

を示す蜂

ピクセルPidU吟恥menIの路圏.コンピュータモニタ

ー上の光の蝋一のドットなど､デジタルで生成される画

俄の最小柵成単位。最も蝋縄芯形では1つのピクセル

が1ピｯﾄに相当する｡Ｏはｵﾌつまり白で､1はオンで

照。カラーまたはグレイスケールの画像やモニターは、

１ピクセルが数ピｯﾄに相当することもある．たとえば

８ビットのピクセルは､256色(8つのOと1の組み合わ

せの合計数)のいずれでも安示できる。

ピクセル化ピクセルに似ﾉﾛご正方形のブロックに分解さ

れた画像で､｢デジタル化jされた印鼠を与える。

ピクトグラムオブジエクトまたは概念を表すため､目立

つ特徴を洗臓し､単純化した絵解き記号。

ヒストグラムデータのグラフィック菱現で､通常､立方

体の織または拙の栂グラフの形式を取る。一団の画像

坦鯛ソフトは､デジタル画倣でヒストグラムを使って多

数のピクセル藩それぞれの明度でグラフにする。これ

によって画倣のﾄー ﾝの範囲がすぐにわかるので､修正

するのに十分な群細細目があるかどうかがわかる。

ピッチ３Ⅸ月成のX軸を中心とした回転合

ピットbimIydi9Il(２進数)の賂盟として一股に使わ
れ､コンピュータが使うことのできる情穏の園も小さな

都分。ピットは2つの、のいずれか､つまり1か０，オン

またはオフ､有か無､正または負､大または小として饗

される．英字は1文字の衷示に8ビット(｢バイト｣とい

う)必要。

ピットマップドットで桐成されるテキスト文字または画

像。ピットマップはビｯﾄの位置やパイナリステート(オ

ンまたはオフ)を腿逸したマップで､表示モニター上な

どの画像を偶成するピクセルやドットの完全な狼合体を

定趣する。

ピットマッブグラフィックドットまたはピクセルで柵醜

される画像で､通濡｢ペイント｣または｢画像隠襲｣アプ

リケーションによって生成される。オブジェクト指向描

画アプリケーションの｢ベクトル｣画像とは別のもの。

ピットマップフォント文字がドットやピクセルで栂成さ

れるフォントで､｢ベクトル｣から描かれるアウトライン

フォントとは別のもの。ビットマップフォントは､通常

PbstscIipIのnypel｣フォントを伴い､画面にフォン

照調解璽

卜の形状を描画するのに使う(｢スクリーン｣フォントと

呼ばれることもある)．画面に形状を正砿に描くには、

コンピュータに各サイズのピットマッブ(『固定サイズク

リーン｣フォントと呼ばれることもある)がインストー

ルされている必要がある。ただし､これはA1Mがイン

ストールされていれば必凹芯い，アウトラインまたはフ

ォントの｢プリンタ｣版(プリンタが印刷のために使うフ

ァイル)を使うためである.Wuelypeﾌｫﾝﾄは｢アウ
トライン｣なので､ピットマップ版が必要ない。

衷特に列で体系的に翌示される頭実や数字のセット。

顕２帖３ソフトほとんどすべてのユーザー定畏の条件を

閏皿した､諏豊な計算を実行するアプリケーション。行

と列から成るテーブルを採用し､グリッド内のスペース

はセルとして呼ばれ､移動したり､数学的に操作したり

できる。一罰の衷計算ソフトではセルに入力されたデ

ータからグラフィックス(3Dの迎合もある)も生成でき

る。

衷示の角度表示ピラミッドの反対面との間の角度(衷示

の中心からその曙への2つの鯉を描くことで作られる栂

追)．透視図が極増なほど角度が大きい．

フィルグラフィックスアブリケーションで､閉じたパス、

図形の内部を潤たす色､色凹､パターンなどで､活字文

字も含む。

プー ﾙ値「側理演算子｣と呼ばれる｢ｏｎ｡｣.Ibd､｢､Cl｣と

いったリンク笛などの圏理コンピュータ演算の省略形

を配述する名前。３Ｄアプリケーションでは､プール団

は図形囚の結合または削除霧肥適する。

フェザリング画像の鋤または罰分を聞景とブレンドし

〆ﾛﾛﾛ､■､

(I蕊）



法線３Ｄオブジェクトで､関連するポリゴンの表面に直

角な方向。

て徐々に色を消していくこと。フェザリングツールは、

画倣鯉集およびペイント系アプリケーションの槻能の１

つ⑥

ベクトル大きさと方向の両方を示す偶報｡

分倣図２つの変数の因果関係を解析するのに便うグラ

フ必Ｘ粕とY鞄に2セットのデータが描かれ､その精果分

離したドットが散乱している。

フレネル係数３Ｄでは､1則恩に沿って反射の迩蛮を上げ

てオブジェクトの段線を明るくし､より現実感のある祝

覚的効果にすること。

クトルjつまり小さ劉肖報のデータベースである。呂綴

は､ポイントから｢制御八ンドル｣(｢ガイドポイント｣と

呼ばれることもある)をドラッグして操作し､これが線

状の磁石のように動(伝する。

■
■

フォールオフ３Ｄでは光が光源がら彩度茜失う度合い０ ヘアライン伝統的な､衷示でぎる品も細い線。アプリ

ケーションでは邸線のサイズオプションとして装術さ

れ､通舗は0.25ポイント幅。

ポイントマーカー線グラフで､線の摘醐に似うデータ

価の正剛な位闇渥妥すのに便う。ﾌｵｰﾝｼｪｰディングｆｉｍているが時間を消費する3D画

像のﾚﾝダﾘﾝグ方式●すべてのビｸｾﾙのｼｴー デ暫ﾝヴ

を計算する管遇常､最終の32ビットﾚﾝダﾘﾝグに使う。 ペイント系アプリケーションドロー系アプリケーション

で脇を記述するiバクトル｣(財ブジェクト指向｣と呼ば

れる)ではなく､ピクセルのピットマップを使って画像

な作るアプリケーション。だだし＝祁のアプリケーシ

ョンでは両方狂組み合わせている．

榛グラフ癖を使って数量を表すグラフａ

フローチャートプロセスの図式表現･

放射状噛りつぶし一部のアプリケーションにある職能

で､アイテムをグラデーションされだ色の同心円倶槻で

瀧りつぶしでき為。

フォルム化画像に対してグラフィックスタイルを通約

合わせること。写爽的な狸現とは蝿ぷる。

プリミティブ複雑なオブジェクトを作る基となる毎本

的な幾何学要素。

隠至解説

分解組立図オブジェクトのイラストの1つで､掛厩要蕊

の部分を分蔑して表示する。ただし表示は望み立てた

ときにオブジェクト全休の関係を示すような方法で行

つ向

プロット領睡データによって定綻されるグラフの領域《

この領遡にはデータポイントが含まれている．

ベクトル描画プログラム散戦このポイント蚕使って線

と形状を定義するプログラム。 凪型マーク一部のアプリケーションにある槻胞で､詞

定の変形ツール潅選択したときにポインターが揃く星

状の形。ペジェ曲線謹画ソフトで.２つの｢コントロール｣ポイ

ント間の湾曲した線。各ポイントは小さなデータベー

スまたは｢ベクトル｣で､太さ､色､長さ､方向などの線

についての情報を保存している。コントロールポイン

トから引っ懇り出しだ｢ハンドルJ潅掘作して､複雑な

図形を幽鯉に適用できる。

ポリゴン３Ｄソフトのジオメトリの最小蜘位で､その稜

綴が蕊面の部分を定義する。

細罫伝統的なヘアラインの太さの混線の1つ。グラフ

ィックスアプリケーションでは太さが0.20～０５０ポイ

ントの珊腺催が‘決まって０２５ポイントとして定義さ

れている(陸鯉｣を参照)。

ポイントオブジエクト指向のドロー系アプリケーション

で､開始と鍵了の位置､太さなどの鵬分の特性を数学的

に定義する結合(『ベジェポイント｣)。各ポイントはFべ ポリゴン解像度表面のポリゴンの故によって定差され

変形ツール一部のアプリケーションで､Ｅ重大篭小｣や

「反鯖lなど項目の塩所添たは外肌を麺辺するツール。

ポリゴンツールあるアプリケーションのツール石､こ

れを便って不＃川は枠な作り､その中にテキスト､写真、

フィルな入れられる。

変則データ他のデータと極端に晃芯る値のデータ｡

分割棒グラフ栂の個々の柵１Ｍ狸索が個々の部分に分鳳

され､示されている禅グラフ。描成要素の棒は､縦の屑

柱グラフまたは横の椎グラフとして鎧から堵に配圏さ

れる。積み上げ棒とも呼ばれる。



る3Dオブジェクトの属性。これによって最終のレンダ

リングの細部が決まる。ポリゴンが多いほど細部が詳

細になる。

ポリメッシユ長方形の図形の共初峨狸柵成する3Dオ

ブジェクト。

ポリライン３Ｄアプリケーションで四mのシーケンスを

定義する3つ以上のポイントがある鯉。

マトリックス行と列で辰万形に要素を配置したもので

１つのエンティティとして取り扱われる。

ミラー郷グラフどちらかの側の迅線に配圏された2セ

ットのデータを比較する棒グラフ。

ﾒジｱﾝ大きさの順蕎に並べられた－i型の値の中間の値‘

面３Ｄアプリケーションで､マップさ刺疋テクスチャと

色なペースにする､コントロールポイントと線の蝋点の

マトリックス。

面グラフ面積としてデータ個渥表示するグラフ｡－

面の摂合描画ソフトで2つ以上の図形を1つに表とめ愚

こと。

モノクロ１つの色で再現される色卿か唾化する画像。

u･v関柵３Ｄで､３Ｄ面へのテクスチヤマップに使う直交

２，座槻系‘

要胴雷指針､範囲､品質、１つの作品のタイミングなど

を詳しく記載した書面による指令。顧客または買い主

がフリーランサーに与えるもの。

ヨー３Ｄではy始を中心とした回転のこと－

ラスター(化）「熊手Jを意味するラテン昭の｢rosf｢um」

に由来し､ビデオ画面､したがってコンピュータのモニ

ターでも採用されている表示および圃倣作脱方式｡澗

面の測倣は､諭子ビームが画面の上から下に1秒の1／

６０のスピードで熊手のようにかきならして作った数百

本の平行線のパターンで構成される。ラスターの連続

する点に沿ってビームの明度を高めることで画像は作

られる。完塗な画面イメージ､つまりフレームが作られ

るスピードのことを｢フレームレート｣諜肱は｢リフレッ

シュレート｣と呼ぶ｡

ラスター画偲ピクセルまたはドットの列として定錠さ

れる画像。

リーダードット.ダッシュ､文字などの列で､聖閥を桐

切って他の関辿順頂に撫駕を導くのに使う．一郎のア

プリケーションでは､リーダーはテキストのタブストッ

ブ間の｢フィル｣として指定できる。

リスケール高さと幅を比例して縮小し､画倣のサイズ

な修正すること。

立面図オブジェクトの魔の投影の描画で､一股的に正

面‘側面・立面がおる“

リニアモーションスタイル３Ｄアプリケーションで、２

つのキーフレーム間の最短距離の計算に雛づく､アニ

メーションの2つの既知のキーフレーム値の間の未知の

他の計算。

リバースアウト／リバースタイブ画像または活字のト

ーンを逆にして黒または彩色した背景に白く見えるよ

用認附闇

うにすること｡｢ドロップアウト｣､｢セーブアウト｣､｢ノッ

クアウト｣とも言う。

ルーラーー部のアプリケーションにある､ドキュメント

ウィンドウの州にある､里ましい測定単仙の目盤り付世

の定規。

ルーラーガイドー邸のアプリケーションにある､設示さ

れないガイドで､ルーラーをクリックして目的の輔所に

ドラッグして位留鐙定をする。

レイトレーシング３Ｄモデル転反射するとき､光服の物

理的､光学的怖性をシミュレートするレンダリングアル

ゴリズムで､現実感あるシャドウと反射を生み出す。

レリーフマッブ３次元をシミュレートにより地袈の商偏

をレンダリングした地図作成のマップ。

レンダリング３Ｄジオメトリから2,画徹を作るプロセ

スで､照明効果とサーフェステクスチャが適用されて

い局,、

ロール３ＤではZ紬狸回転軸としたオブジェクト讃には

カメラの回転。

８７



索引

【あ１ 面グラフ １２フ

アイコン（記号渥夢照） 動き ２７，３４

１５oiypeInstiMe ８‘１９２０，エッチングの助梨３９．５０．１２２．１３２
３１６０，９２ＭPｔ（デザイナー）アイソメ投影 １４５

".､｡,卿鋤.,.,‘ｿ……_〆,‘|同穂鳴川．
法浮き鰭り

M…ｚ'"'慨棚慨|譜:ﾌ…~３"‘‘…‘一風!:：
AdobeDimensions（ソフトウェア）１４９ｉ円箇形〈円柱）６Ｌ“～5‘７８‘８１８５～7‘１３７

………，蝿1磯，ｗ
39,53‘１２２１３２

網かけ

安全研修マーュアル

アンチエイリアシング ２５

アンティーク効果 １０３【か】

イタリックのレタリング １１１回転 １３６

イラスト ８科学図 １５１～3,175

111usIro泊『（ソフトウェア）ショーケース家系図 ｉ８１０８０１ＩＯ

３９５３１“～ＳＭ７Ｍ９１５１１５４～５，１５８～９１６２彰付皆の効果
164～５．１６７１６９１７４～５CoIIes1Qの「ＭＥ】ｐＡＪｌ』（ソフトウエア）１４０

１１７
医銭図 １０，Ｍ6，１４９１５０カレンダーのブロック

３７
入れ子図 １３８１管

色の効果 記号

関係図 ９２９３９５９７ｉＯ７ビクトグラムも診照

彩色 ３９４０』４Ｉ側係蝿 ９０．１０１‘１０７

１３７グループ ２７
３Ｄソフト

２６２８．３２３３構威例 １１１．１１３説明医

１１５

罵ﾗフ‘．,;７雪雪グーュ，44~‘
休墳グラフ ７９説明図 ２４～◎３７

３９，４０蝋グラフ ５０
饗

85.88‘８９凡例 ４３復合グラフ

“蝉グﾗﾌｓ…‘"‘|:鐘分散図

揮グラフ ５４５８．６２６４１２４技術園

既製のリソース１４０～１

基 職６７

球フ8･８１，８３‘125,128‘１３３．１３９

グラフィックデバイス（記号を参照）

グラフ剛紙５８．６１

Ｇ【Undy＆NoIlllGd9G１“～５１６８～９，１６５，１７５

綴り返しツール１３１

グリッド

線 グ ラ フ ４ ４ ～ ６ ， １ ２ ３，１３風

体積グラフ８０～１８２８３

地図９４．９７

恨合グラフ８４，８７

昨グラフ５８～６１．６３‘６８

クリツブアート25.27‘５６，１４０

Gnmwode1john

l5I，１５４～５，１６２，１６４，１６７１６９，１７４

奴 向蝋３

砺侭３２～３３８～40‘１２２

鯉凧に蝿する図１ｏ,１４６～７

現実感,剛の淡現32,36～7』１００，１０４

建 築図１５５

栂脱図８．１０‘１８～９，１０８～'３

瓶 系 図 １ ８ １ ０ ８ '１１０

ショーケース１７２～３

診断図１８‘１ ０８

胆甑図１０８‘１１２

フローチャート１８，１０８，１１３．１３５．１７５

ページレイアウトソフト１２８

蕊､棚間の時刻没114168

道路僚脳画鋤(１

ゴースト妓法３１３４

コーナー１３ Ｃ

コンテエルテイーヲー屋の鱈グラフ６３



【さ】

三角グラフ

シェーディング効果

市街地図

碑間饗

粕

襟蹴

写頁画像

記号生成

槻グラフ

菅作椎フリー

腺グラフ

耐グラフ

ラスター描画ソフト

充てん文字

縮尺

地図

洲点

脈明幼料磯龍

傾斜効果

ショーケース

鯵断図

水縮

図形

スポーツ図

3D効果

樽威図

コーナー

図形

脱明間

線グラフ

ソフトウェア

体糧グラフ

７２‘７５

３３'６１．１０４，１２』４，１３１，１３３

”～５

８．２０～１４５‘１１４～1９

１２

１０．２５‘９０

２８

５Ｃ

７１７７ＭＣ

７１

万

１３４～５

３８

１０１

３１

１０４

２８‘７５，７７

１４２～ﾌs

1alO8

１‘１３３

９Ｍ～6i２９，１３３

Ｍ８

１１１，１２８

１３０

１３３

２８，３４，３７

49,50‘５１

３７１２２】36～９

７８～83.88

慨

分散図

棒グラフ

見取り図

面グラフ

正方形のグラフ

生命の系統図

世界地図

切断図

脱明図

色の効果

妃号

ショーケース

３Ｄ効果

投影

透視図

ビクトリアル

ラペル

蝋グラフ

色の効果

閲傑図

グリッド

描醐図

鮎間災

３Ｄ効果

地聞

塗りつぶし

凡例

分散図

４３

５３

６０~2,64~グ0.85J２５

蛇

７３.乃,７も～７８６～７

７４～５１２６

１８

１６，１７，９８～9,166～7

31.1“

８，９，１０～１１

26,28‘３２‘３３

２４～９３ン

１４６～９，１５１～｡

28,34‘３ン

３１，３４

３１

３０～７

３０‘33,34,35.37

12～１３‘“～５１．８４．１２３．１３Ａ

４６，４７

１０１

４４～6‘１２３，１３４

１０８

１１ン

４｡,５０'５１

９４，１０７

型.４９，１２３

４６，４８

５２

１３１

４６．４８

.効果１”

so

ベクトル描画ソフト

胴仙

エンポスh/エッチング効果

配号

索引

グ リッド５８

写頁画像５０

醗明図２６‘３２３４

投影５１

透 視 図 ５ １

百分牢グラフ４７

逝 恨 ツ ー ル １ ３４

冊職図１０８‘１１２

ソフトウエア１２０～３９

ラスター１２２，１３４～s

AdobeIIlUshololzMqc｢omedloFIeeHondを参照

AdobGDimensIonsM･

AdobePhoIcshoPlO41パ1

3, 37 12 21 36 ~9

ＣＯ｢iesiQのＩＭＱＰＡｎｊ１４０

１〕i9iiolWisdomのIMqunIQ1nHi9hMops1１４０
ページレイアウト１２２～○

【た】

対数目盛り

鱒積グラフ

童方体

IUi而図

地形図

地図

肥号

既製のリソース

グリッド

１１j断地図

捌尺

ショーケース

世界地図

天空仙函

５９

}４，１５，７８～83‘８０～1．８２８８

３１．ン8‘８０～2‘１２５，１３８

３５，１０４

”，１０４

８‘１６，９０～107

２９

１４０～１

９４，９７

０４～５

１０１

１５０‘１６２～9，１７４

１６，１７，９８～９，１６６～７

１フ

8９



9０

蕊3１

天候

投影

引出線

ペクトル描画ｿﾌﾄ

地図制作

蝦グラフ

良方形のグラフ

ショーケース

「地図」を参熊

標歳

見取り図

密作椛

ツール

経り運し

選択

塗りつぶしパス結合

ベジエ描画

丸め

レンダリング

蕊み上げ棒グラフ

１６７

９８

９４，１０７

１２９‘１３３

８

４５４９

７２‘７４～5"”‘１２５

150.162～9‘１７４

１６，２５．９Ｃ

８ｉ６‘”,９２～３

２５

1３７

１３１

１３４

１３３

１２３

１３０

１３８‘１３９

６４～５

１０４

Ｍ９

DEM（DegiiolEievOIiOnModel）｜O4

DImen5TOnS（ソフトウェア）１４９

データ表現（厭計図渥参照）

テクスチャ１３８～９

デザインの明解さ３０

Di9IoIWisdolT1の「Moun1cinHI9hMopsI（ソフトウエ
ア）１４０

手の記号２７

T V話組表１１４

天候図６７

１MQ影

アイソメ3 1.60‘９２

オブリック３１．６０』７０，９２

９２

３１，３４

５１

７８，８２

９８

６ｑ6667,68,70

ﾌン

８，１２～15.38～８９，１７０～１

１５６～６１，１７０～１

１２～13,44～５１，８４．１２３‘１３４

１４．１５‘７８～83,88

１２，３８～4３

８４～９

１３．５２～3‘８９

関係図

説明図

線グラフ

体積グラフ

地図

淵グラフ

面グラフ

９１計図

ショーケース

線グラフ

体積グラフ

淡

復合クﾗﾌ

分散図

臆グラフを参照

面グラフＭ‘・

退視図

関係図

時間礎

３Ｄソフトウエア

説明図

線グラフ

体積グラフ

樟グラフ

而グラフ

透明効果

道路雷号表示

逆路標識

１４．１５．４３．７２～７８４～９．１２６～Ｚ１３５

１０３

１１８～1９

１３６

３１

５１

８２～３

５○６７６９

７５

３１，１３７

１６，９０～１

１６．２５．９Ｃ

【な】

流れのプロセス

鋼め継ぎ

嘘りつぶされたパス結合ツール

2○,３２

４６

１３３

蝿ｐつぶしにグラフ

年褒

４４，４９１２３

２０』１１７～1９

【は】

パイ．グラフ15,43,72-3,70,86～８，１２７』１３５

聞景２９‘３２，１ ４ ０

個 列烈

色の効果１２７

円７３，７も,１２６

円グラフ15,43,72～3‘76,86～8‘１２７，１３５

肥 号２７

三刈形７１‘７５

写輿画蝋７ ７

正方形７４～5.126

説環３４

護明７２’７４

体薦グラフ７９

擬方形7274-5,万‘125

Ⅲ 影７７

透視図７５

蕊３８‘３○,４２

分 割万

幅グラフ６０

面グラフ７４

ユニットの耐頁７５，８４，８８８，１２６

８oUnbIdcoml57160～1,166,168,172～３

版２５Ⅱ43,57’６５

凡例

脱 明図２９

蝋型２

脇グラフ54062‘６４

引出隈４３

溌明図３０． ３４



複 合グラフ８４

棒グラフ６４

ピクトグラム５６～7'59,65』７０～１，９５．１１１，１１３

「記割を蚕照

ビクト リ ア ル 図３０～７

人の姿 ２ ４ ～ 30‘５７

百分串グラフ４７

表１２，３８～４３

表計算ソフ ト４ ０， １０５，１２２

ベクトル７００７１．お‘８０．１３０～４

ワード プ ロ セ シ ングＩ２２

１ＦＩ側AidIOtI'CSlckcndIniu『edjの図１０
ブール淡算ｉ３８

Ｐｌ'oIoshop(ソフトウエア）１０４１４１

負の値の表現42 47,69

FIeeHond（ソフトウエア）‘ショーケース146,148,

150‘１５２～３，１５６～７，160～l‘１６３，１６８，１７０～３

フローチャート１８，１０８．１１３，１３５，１右

ブロック図７８～８３，１２８，１３６～７

分解網秤間３１，７３

分割棒グラフ６４～5'８４

分割面グラフ万

分散図１３’５２～３，８９

ペ ージレイアウトソフト１２２～９

ベクトル描剛ソフト70,71′フ5’８０‘130～４

ベジェ描画ツール１２３

ポイントマーカーパ６，４８０５３．１２３

棒グラフ８‘１４～１５』５４～７１

色の効梨“５８’62'64,124

記号56,57‘65,70,124~5

グリッド５８～６１‘６３，６８

結合６４～５

コンチェルティーナ６３

写貝画倣フＩ

ショーケース１５７．１６０‘’６１

３Ｄ効果６０～2,64～70‘８５‘１２５

説明５４‘５５'６２‘６３，６４

投影60,“』67,68‘７０

遇ij脳５ ９ ， ６ ７ ‘ ６ ９

肥ｸリ６０

凡例Ｓ4,62,64

引出線６４

複合グラフ と し て 8 4 ～ ９

分割６４～5‘８４

ペ ー ジ レ イ アウトソフト１２４～５

ベクトル描画ソフト１３１

ミラーグラフ６３‘６５

ラ ス タ ー 描 画ソフト１３４，１３ｓ

らせん形６８

方向隠匿１６′２Ｓ,９０
HO1bIook,ＲＯＭﾉｓＯｎｌ６８

Ｈｏｌｍ“‘Ｎｉ９ｅｌ

ｌ４６'１４８，１５０‘１５２１５６,’６３．’７０~】

【ま】

IMoUnIdinHI9hMop鋤（ソフトウエア）’4c

MQqomcdiOFrGeHond(ソフトウェア).ショーケース

Ｍ6,Ｍ８，１３０』１５２．３，１５”'１６０１‘163‘168J’703

マッピング職能Ｉ３８

ＩＭｑｐＡｒｊｊ’４Ｃ

丸めツール１３０

見取り図8,16,90,92～３

ミラーグラフ６３１６５

Mil『1e』AI1nobcIM７，Ｍ９

メタリック効果１２８

目盛り

両問張

対数

複合グラフ

MeHcolQLGGIQId

耐グラフ

飛測

１１８

５９

８４

１１

１４，ｉ５．７２～７．８４～○126～７

【や】

矢印

コニットによる体積グラフ

ュニットによる而グラフ

3３，３４，１０８，１１１，１１３

０～1”８２

５‘８４．８８．１２６

【ら】

ラスター描剛ソフト

らせん形の柿グラフ

ラベル

関係図

時間表

説明図

服グラフ

複合グラフ

分散図

棒グラフ

面グラフ

備郭隙

loBihQn､Ｂｉｌｌ

列見出し

レンダリングツール

【わ】

ワーブロソフト

枠の珊線

枠のスタイル

１２２，１３４～５

６８

４８

９３，９４

１１８，１１９

３０‘３３‘34.35,3フ

４８

８４

52

54,55,62,63,64

７２，７４

１０４１１０５

１５３

４１

１３７．１３８'１３９

１２２

32

198～Ｉｑｌ２２‘128‘130.132.

隅
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