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グラフ棒の幅や棒の間陥も大１１だが､一・N1F高いグラフ棒の高きとその７２．２グラフ棒の幅
縞のバランスも亜要だ｡図12.3の3組のグラフを見てみよう｡｢最小｣のグの比率

ラフは､データが緩やかに上昇しているように見える。「最大｣では急速な

上昇傾lfIlが見え、「中Ⅲ｣はちょうどそのIIIIくらいの伸びを示している。

実際には、この３組のグラフのデータは、まったく弊しいものである。

唯一の連いは､「最大のグラフ棒の間さ」と「グラフ棒の柵｣との比率にあ

る．｢最小｣のチャートでは、この間さと帆の比率は６対２(つまり３対１）

になっている。「最大｣のチャートでは、この比率が38対２（19対１）にして

あるのだ。
チャート内のグラフ樽の

このように、グラフ棒の商さ対帆の比率によって､同一･のデータの傾向Caは同一にすべきだ.グラ
フ樽の皿凧は､その梱の約

を極端に述うように見せてしまうことはIﾘIらかである。では、どう見せる半分が適切である

のが正しいのだろう。それを確かめる方法のひとつが、まさに図12.3なの

だ。まずひとつのグラフをつくってふて、それをグループ化して何度か複

製する。それぞれを拡大･縮小して比率を変え、どう見えるかを確遡して

みよう。そして実際に用いるのは､政論家の

ためにデータを歪めるのが什馴でもない限”ａ

と謝蕗鮮雛聯簡蕊現実の歪曲？

………Ⅲ!,||,’
勺ﾉこつ７。産かIZU刈乙｣か8つｌＺａ河Z｣の比半 ｉ浸り＄ 中間最大

６:２でつくり始めてみるのは悪くないだろう。２３:２３８:２

これらのグラフは興なる増加率を示しているように見えるが、
奥原にはすべて同じデータをグラフ化したものだ｡迎うように
見えるのは､｢最大のグラフ栂の高さ｣対｢グラフ樽の細の比率
による錨覚である
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理想の比率

最大のグラフ棒

データを更めること

がもっとも少ないの

は､｢最大のグラフ棒

の高さ｣が｢グラフ樽

の楓lの20から25倍

というのが一般的
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‐デルタグラフ"や~クリケツトグラフーのような優れたグラフ作成ソフトは、

バーチヤートの作成を単純化してくれる。‐マイクロソフト･エクセル戸のような

表計算ソフトも充分役に厳つ･ところが熟練したインフォメーションデザイナー

は、バーチヤートを手作紫で作成するのが一般的である。グラフ作成ソフトが勝

手につくり出す不撰な装飾を削除するために､手作業でグラフ棒を６本描く以上

の時間を取られるというのがその班111だ。また、グラフ作成ソフトの多くは､「商

さ対幅｣の倫理性にまったく無側心だという難点もある。

手作業でグラフ棒を描くときは、グラフ樵の尚さと、表現する数値との比例関

係が､すべての梯で聯し〈なるように注愈を払う。その方法のひとつが、ドロー

ソフトでつくった｢グラフ川紙｣を汁1Nにして、それに合わせてバーチャートを拙

くことだ｡図12.5のようなグリッドをつくっておくと、バーチヤートだけでなく

フィーバーチャートにも利用できる。また、何らかの理山でコンピュータに読み

込めないような画像を手作業で複製するときにも、バランスを整えるのに役立つ

だろう。このｆﾃ畷グリッドをマップI1jll作に利用する方法は、１３単で解説する。

グリッドさえ作成できれば､Ixll2・6のようにグラフ棒を描くのは簡単だ。各グ

ラフ棒をグリッド２個分の帆にして、グリッド1個分の隙間を開けるようにす

る。暗算で掛けたり割ったりするだけで数値をチャート化できるような｢単純な

関数｣を砦えてみよう。たとえば､50,100,200という３つの数値をグラフ棒にす

るなら、１０で削って5,10,20の問さの棒にすればよい｡実際どんな関数を使うか

は問題ではない。グラフ神が大きいほど、敦仙の比率を派確に表現できるはず

だ。この段階で問題になるのは、絶対的な大きさではなく、グラフ棒同士の相対

的な大きさである。

ゼロ以外の区切りのよい位眺たとえば１０や100を氷す線を１本描いてから、

肯殿のグラフ川紙を削除する。グラフ神のIHI陥や､梯がちゃんと揃っているかど

うかを再確越しよう。整列機能や配Wi機能を使って、必要に応じてグラフ棒を捌

整したり、グリッド線を描き足していく。グリッド線を描き足すときには、まず

ゼロを示す線を描き、それをグラフ椎の艦点に揃える。この線を必要なグリッド

線の数だけ複製し、帖列機能や配価機能を使って等間隔に揃える。できあがった

グリッド線とグラフ椎をグループ化してから、雌大のグラフ椎の商さと柵の比卒

が正しくなるように拡大･縮小する。
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多くの維験あゐインフ･Ｉメーションデザイナーが､このＦ法をさらにl牌き上げ

て使っている。彼らはグラフ川紙のグリッドだけを保存するのではなく、幅や間

隔を砿し<股だし、ｆｆ々 が1インチ、１０パイカ、１００ポイントといった区切りのよ

い尚さを排つグラフ惟までｲＩｌＩｉいた状態で傑作しているのだ｡笈隙にバーチャート

をつくるときに'よ、グラフ体のｉｌＭを変えないように,IWさだけを変化させ(多くの

ソフトウエアでは、シフトキーをｲIl1さえておくことで制御できる)、ドローソフ

トのメニューバーに炎砿される数値を兇ながら尚さを微剥終するのだ。１本のグ

ラフ棒の商さが凹数でlil･岬:した蚊'i:にビッタリ合えば､次のグラフ椎で同様の操

作を繰り返す雌後にI|安となるグリッド線をイルくためにグラフ椎を余分に１本

作成し､拙;tのグラフ川紙を削除してから１１燐のグラフ椎に合わせてグリッド線

を柵くＩ．I安のグラフ作を消せば､あとの操作は先に説明した方法とIhiじだ

数本のグラフ柿を描くためだけにグラフ作剛ソフトを起動するのは、
時間の節約にはならない‘,ほとんどのデータはこの方法で簡伽にグラ
フ化できる

最終的には『20対
2｣を｢25対2｣に
再畑整する

沖 EトI■■

綴り返し複製
する

長方形か
線を描く

整列さ･せ
分割する

必要に応じて拡大し、

次に複製し､複製した
ものを90度回転させる

中心に合わせ愚

このよう芯グリッドは､チャート化臆けでなく図形老描くときにも

役立つ.こうしてで世あがったグラフ川服は.複剥して惑列させれ
ばいくらで⑧グリッドの数御前やせる
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背緊グﾘｯドを削除する｡竪
列と配固を級り返して､必
要なだけグﾘｯド線を追加

位
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グﾗﾌ状の背冊ゲﾘｯドの上に、
任懲の乗数を仙ってグラフ禅と
主要なダﾘｯド線を描く
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職にグラフ作成ソフトを使うと顕Ｗに現れる剛fljだが､いったんバーチャート

ができた後で､あれこれと加工したいという溺惑に駆られることがある。ありが

ちな誘惑は､「三次元にして遊ぶ｣というものだ｡｢側面、上面､影｣などを描き足し

て、グラフ棒を派下にｐ立たせたくなるのである｜刈2.7に示すように、これを実

行するのはiWIliだ｡ただし、三次ﾉ６のグラフ作には２つの問題がある。もっとも

Iﾘjらかな問題は､二次元にするために拙き力|lえた｢奥行｣が､雌懲味だということ

だ｡つまり、「飾り｣がひとつ１Wえたに過ぎず、タフトの誘う「グラフィックスの

データ対インク比｣を下げるものにほかならない．壷次元にするにはより多くの

インクが必要だが､それによって１１i州lがjWえゐことはないのだ｡何度も『.;うよう

だが､仙人的な利州M1係を排つ,M1汁にとって、この限のI飾り|は邪脆になるだけ

であり、利宙関係のi噸い‘沸粁に対してはピピッドネスをほんの少し商めたに過ぎ

ない｡「飾り」をつけることで、グラフィックスを対象,涜粁に合わせてチューニン

グするのに役立つとしても、シンプリシテイの大州な低ドに引き替えるには、わ

ずかなビビッドネスではiIi1に合わない。

三次元にする８つのステップ

Ｉ噺[潮[冊漏。
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影を追力［
する

グラフ捧奄三次元に

するのに時間はかか

らない

そのうえ三次ﾉ6グラフには、もうひとつのざらに｣j↓災的な|川辿がある。ミ次元

のグラフ雛では､厳密にどこで激仙を1,,LれIJfよいのかわからないのだ。グリッド

線が水す数仙は、グラフ擁のliijmに合っていゐのか、それともｆｆ面なのだろう

か｡I叉112.8のように､「グリッド級がグラフ椎の上にかかる｣のか､それとも｢グラ

フ棒の廿後にある」のか、「グラブ作を取り巻く」のかによって、示す赦仙は変

わってくる。とはいえこの述いはかなり微妙なものなので、ミ次ﾉCグラフ椎愛好

家であるインフォメーション･ブラウザにとっては、どうでもよいことかもしれ

ないあえて三次元のバーチャートを使うなら、グリッド線のことは忘れ、この

項の後半で説明するようにグラフ椎に数仙のラベルを付ければよい

グリッド線は､個々 の数M(のラベル代わＩ)に川いられる縦型のバーチャート

よりも、縦型のバーチャートで川いられゐ11｢能性がiWiいグラフ作を縦投にする

か描長にするかは、芸術的な気分によって決めてはならない。これは、そのグラ
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皿劇

一
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グリッドは

どこでグラ
棒と交差す

B戸

左のグラフ棒の臨が１４.6なのは明らかだが､ほかのグラフ押

の値はいくつだろう？三次元のグラフ棒を通歳のグリッドに
原溝するのは嗣蝋で訪為

一
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計測された
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I量」か「値Ｉ
堅

砿艮のグラフ棟は､アイテムの値を時間の凝過などに

沿って幾示する｡桐艮のグラフ棟は､あるカテゴリーに
属する複数のアイテムの｢園｣や『画｣を袈示する

’９３，９４，９５，９６

卦 戸

最や{直を計測した
時間のような連続性のある目盛I，

フが何を計測した数値を扱うのかによって決めるべきである(似112.9参照)．

商校で習った幾何学を思い出してみよう。縦剛のバーチャートは水平な独立判，

xを持ち、亜ＩｌＩｌ:な従帆ｌＩ１ＩＹを捗っているそしてIi1Ijﾉjの$,iiIIは､巡統的に変化す為激

仙を炎'ｆする，Ｙ'仙上の価のどこを兇るかは、xiM,ｋの位liftによって変わってく

る。ダイエットグラフであれば､記録した体正の数値は‘ぅ'･測したのが第，週か、

第２週かによって決まるはずだ』この場合、体重がＹ軸上に位置する依作変数で

Ｉ

，

蕊蕊

蕊 蕊
錬

爵
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１９Ｊ脚 ’ ある，ilillllのＩｌＷである週という時llljは、ＸｌｌＩｌｌｌｌ:に位|ifする独立

愛敗だ｡時|Ⅱlの維過を制御すおﾉ｣は人間にはないというのが､時

間を独'1fした物として分類すみ理由である。われわれの多くはそ

う鞍えていないが、災はｎ分の休砿というのはiliIl伽できるもの

だ従って、体'1tは依存変数に分頬されているのである。これで、

体1Kの仙は時l川に依ｲ“ているというのが納得できただろう。も

ちろん、あなたがお茶のときに、どれくらいドーナツをllJ避でき

るかにも依存しているのだが。

・ﾉﾉ、あなたは会社で行っていぁ減Iitプログラムに参加した

人々が､それぞれどれだけ体iltを減らせたかを比べるグラフ作成

をまかされていると仮定してみようアダム、バーバラ、シャー

リー、ドーン、エディスといった名IiiIは、冗l音順に並べることは

できるが、時間のように｢譜理的な述餓｣は仔任しないコシャー

リーはアダムの｢２１細ではないし、ドーンはバーバラの｢２倍｣で

はない体'1tは２倍あるかも知れないが､それはまた別の問題で

あるアダムもシＪ１･一リーも、それぞれ個別のカテゴリーであっ

て、時ＩＨＩのような｢,汁測できる変数｣ではないのだ｡唯一の計測可

能な変数といえば､「各人がどれだけ体iltを減らしたか｣というこ

とだけであゐ従って､'kilは１本しかｲＭ２せず､そのＩＭＩが常に水､ド

なので､縦jluよ')も仙ﾂuのバーチャーI､が適切なのである

グラフ作のカテゴリーやＩｌＩｉを,】くすラベルを付けるときは、一賞

性を持たせることが亜要である。すべてのカテゴリーを、グラフ

作のIﾉ､jⅢﾘか外側にまとめて示し、仙のラベルもどちらかに揃える

ただし、|,1,j力のラベルを{ｲ#のＩﾉj側に|i'tいてしまうと、ｊI:いにl:渉し

Ａｌ’２００

回－６０
Ｃｌ｜ユ３０ずべで弾にZ鎧

ようにするただし、lI1ljｿﾉのラベルを怖のlﾉjⅢﾘに|i'tいてしまうと、J1､いに1.1歩し

て1,J‘づらくなゐので避けようハカテゴリーの一%|;だけを雑の外に出し、洩りを内

Ⅲﾘに人れあといったﾊ雌は、姻股であ為これをやると、グラフ作がぷすデータ

の柵述が1Ｗ:たなくなってしまうという忠影聯が出為。また、ラベルを棒の外に

Iiwfく｣ﾙ合は､すべてのカテゴリーラベルをそれぞれのグラフ雑の左かｋのどちら

かにliIlえ、すべての放仙が仙椛のすぐｲiか縦怜のすぐ1..にくゐようにする。|･ｘｌ

12.10はラベルの辿切なIWjlとイ《適切なｌ１Ｗｉを,Jﾐしていゐ。

ＡＩＰ{山ｊ

Ｂｌ垂FYm〃謡鶴ＣｌＦ唾画

カテゴリーと敗価を示すラ

ベルは､それぞれ-組の⑧の

芯ので､グラフ岬の中か外の

どちらに配置するか歴統一
すべきである｡一部の数字槌

けが棒の中にあるようでは
いけないのまた､ラベルはグ

ラフ棟のなるべく近くに配
瞳,Z1.為
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4つの弓形
を複製し、

水 平 方 向
に反転
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図１２．１の作成方法

７２プブ

･く側①中(③申⑳申畿中醗侭、
Ｌ_ノ

円と破片を週
給し､裏面が
透けるように

する

多角形ツールを使い｢40度
の三角形｣を作成する｡べ
ジｴﾊﾝドﾙを引き出して､｢弓
形｣にする

弓形を梱製
する。複製
の方を45度

回転

二つの弓形
を複製し、

壁直方向に

反転
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円の中に収
まるようにサ

イズを変更

蒜[1．
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回転させて、

ストローの

位置まで

移動

アイスティーのアイコンをつくるときに皿要なのは､描く腕にどん芯図がア

イスティーだと｢圏る｣のかを考えることだ｡｢背の高いグラス｣｢レモンスラ

イス｣｢ストロー｣といったものが思い浮かぶ｡こうして考えたあとで､顕に浮

かんだ要素をコンピュータで描くのに役立ちそう芯､何度も綴り返し使える

形雇探す｡この例では､榎製､回転､ナイフツールが極めて有効である。

実行すべきこと

●もっとも亜要なグラフ棒を､ほかのグラフ棒より濃い色か薄い色で塗っ

て強隅する(３章参照)。

●そのもっとも函要なグラフ棒を指す吹き出しを使って､メインポイント

を言葉で繰り返す(３章参照)。

●アイコンを使う｡ただし､アイコンが問題の確認に役立ち､メインポイン

トの邪魔をしない場合に限って使うこと。

●一貫性を保つ｡グラフ棒がゼロ点で正確に揃い､グラフ樫の間隔が棒の幅

の半分に保たれていることを確麗しよう。すべてのデータのラベルと値

のラベルを一貫してグラフ棒の中かすぐ外側に配置する。
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大学生活にかかる費用

茜示しノヒこのチャート
は､脱純化し淀アイコン

懇使って､控えめにビ
ビツドネス唾出してい

る｡このグラフィックス

の代案となるデザイン
を図１２１７と図１２，１日

で示している｡このグラ

フィックスの作蹴方踏
は図１２．１９で鯛脱する

Part８フォーム

避けるべきこと

●パーチャートを肥満させること｡典型的なバーチャートは、幅２インチ

（5ｃｍ)以下である｡適切な高さ対幅の比率が維持できれば､バーチャー

トは小さいほどよいというのが原則である。

●関係性を盃めること｡目盛りを切断したり（５軍参照)､眼大のグラフ棒の

高さ対幅の比率が20対2から25対2からはずれる場合､歪みが生じる可

能性が高い。

●無差別に三次元グラフを使う。三次元のグラフ標は､その主題が読者に

とって堀低限の亜要度しか持たないと判断され、しかもグリッドの問題

が解決できるようなときのみ使ってよい。

●過剰なラベル｡値のラベルもグリッドも付けるのではなく、どちらか一方

を用いるものだ(次の項を参照)。

大学生活の
コスト暴騰

フィーバーチャート

今や学費は多くの卒業生の

給料より高くなった

描気を言いIiRにグラフィックスの授梁を欠

ﾉﾙ;する》脚kや、公社を休むグラフィックデザ

イナーは､父をつけた方がよい｡侭#の診脚職

は提川しなくても済むかもしれないが､「イン

フォメーションデザイナーなら、熱を計って

フィーバーチャート(ＦｗｅＩ･は熱の意味もある

のでﾘ1つかけていゐ)を州Ⅱしろ｣と,ｉｆわれか

ねない

似112.12のようなフィーバーチャート(折れ

線グラフ)は､仙の推移を時間などの連続的な

枠細みとの111辿で郷↓するものだ『府,鋤,1}は

胆汁の休柵を、‘IIl州lごとに,il･ってチヘ，－ト

化するｃ耗済半:片は企撚のﾉﾋ雁ラインにかか

わるコストを、ノヒ雌'１tのレベルごとにチャー

ト化する。

フィーバーチャートは、たとえデータの|川

剛がllllいていても、ｊ§たデータの部が供総

されないjル合でも、データがⅢ統的に!ルi11Ill］

10,00Ｃ
§2２，３４３

１９９６年秋

'８８，９０，９２’９４１９Ｅ
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碓上にｲＭ§すると想定きれるという点で､バーチャートと!j,なる。Ixl12.13がこれ

を物語っている｡折れ線ｋにわずか数力lﾘfしかデータを,す点がなくても、その

間のデータがあるとすれば､そのデータは点を結んだ線ｋにあ為はずだというＩＭＩ

提条fl:が存圧するのだ｡つま|)、年１１｢'1ずつ,iI洲したデータでも、）jごとの数仙

を惟し'１１．れるのであるバーチャートにはそのような州Alは．切ない‘

2.プ３

バーチャートが
暗示するもの

はっきりと

わかっている値
フィーバーチャ

ートが暗示するもの

ｰ〆Ｖー夕－キー

３ ５

指定の時間や指定の

間隔で得た平均伽か
合計伽

ブイーバーチャ－１､とバーチヘ'一卜のどちらが適切かは、徹めてはっきりして

いることが多いc午前９時に気温が推氏70度で､１０時には80度だとすると、９時

､I畠の気温は75度だと想定しても危険はないだろうだが､ある雑ﾉﾋが１学期の,ｋ

にI5Iii位取押したからと荷って、ｌ判りIの11‘lMjでは7.511位収{1卜済みだったと,ｕ１

定するわけにはいかないつまり、「階段状に現われゐデータ｣はバーチャートで

衣現し､「巡統的な線として現われるデータ｣はフィーバーチャートで炎現するの

が適切である。

どちらのチャートでもかまわないデータもときにはああダウl:驚|[均の終１１（

をフイーバーチヘ･一トで炎すことは､終仙から次の終Ii/(までに発ﾉﾋする株iiliの礎

勤は無祝することにな為しかし、グラフの附拶に終仙のチャートであることを

Iﾘ)記すれば､「終仙は火勢の流れを,パしている」という論拠によって、このフィー

バーチャートは適切なものと言えるだろう

その反1m,失梁率を10ｲ|畠iii位でフイーパーチヘ'一卜にすること'よ､ｉｌ錨,Iﾄさを

付けたとしても、あまりにllIllIMがｌＩＩｌさ･』・ぎているソミ雌》ｆの剛f1jを,jﾐすなら、「１１

次｣か｢ｲｉｆ次｣の〃がIlfⅢ:に炎現できるはずだ/｣:ｲＭｆのIIl･ilIﾘであれば、フィー

バーチャートの辿続線ではなく、バーチャー1,で没す'>が適切であるこういつ

３
－Ｊ一３

。

Chapterl2グラフ

可_と

過去一週〃の

毎日のjN簡茄

伊司

毎時の気温

4個の個別の読み

取り値が存在する

読み取り値から次の脇

み取り値までの線上に

は､辿続するテータが

ばらつきなく存在する フィーバーチャー

トは､データを迎馴

的な自侭り上で袈
示する.バーチャー

トは､鞭間間の目簡
り上で溌示する

例：

５

ユ



Pa｢t３フォーム

た珊合は、「柑倣｣が｢原則｣と号えればよい。また、データのバラツキを無視して

もよければ､バーチャートでなくフィーバーチャートを使ってもかまわない。た

とえば､「大赴のデータが常識的な間隔で計測されている｣ような場合は、フィー

バーチャートにしても間遡はないだろう。バーチャートかフィーバーチャートか

の判断をするときに、確実に画えることがひとつある。判断がつきかねるときに

はバーチャートならlⅢ違いないが、フィーバーチャートが適切かどうかは、保征

の限りではないということだ。

読み取り価の時間的な間隔には童要な意味があり、なおかつバーチャートが鹸

適とは断可できない場合に、データポイントを示す点を描くことで､読み取りが

行われた時lllj的な位ｉｎを,』§すことができる。図12.14で水すように、グラフｋの点

は｢爽際に81．測が行われた値｣だけを表わす。この点が表示されていない嶋合､抗

み取り航が｢持続的に計測された｣か､あるいは｢水平軸のラベルに対応する川隔

で酬測された｣フィーバーチャートであることを暗示している。たとえば水平軸

のラベルが1992,1993,1994,1995,1996となっている場合､‘|測が火際にこの年

次に行われたのであれば､折れ線に点を派す必要はない。しかし叶測が偶数年に

しか行われていないのであれば､点を示す必要があるだろう。

純粋な技術的分類から見ると、フィーバー

｢点あり」「点なし」の意味チャートとは｢折れ線のみ｣あるいは｢折れ線と
2．７４

線上の点｣から成りたっているものを愈味する。密にこの点

そらくこの間の点しかし、この本とインフォメーションデザイン

業界においては､「折れ線の下部を雄りつぶした

チャート」もフィーバーチャートに含めている。
な〃測贈梁

図12.15が示すように、フィーバーチャートの旗

Ｉ)つぶした郁分は、蛾っていない上部とは拠な
とグリッドとの交細点は

べて同程度に慣緬できるる事象を表している。蛾I)のない折れ線が｢正'1：

の気温は華氏55度｣といった特定の読み取り仙

を示すのに対し､塗りつぶした領域は｢前年度の
な〃掬鱈架か平均釘

売上は5500万ドル｣といった、ゼロから折れ線ま

り雌を'1；している。弧温は加算するものではない｡55度という姉且は、「街の半でのitを'旗している。気温は加算するものではない｡55度という姉且は、「街の半

分の飢温25度｣と「もう半分の気温30度｣から成り虻っている訳ではないのだ。し

かし､5500万ドルのような｢鼓｣は、ある製品の2500万ドルと別の製品の3000万ド

ルのように、それを柵成する部分に分けることができる。鑓りつぷしのない折れ

線は、蝋に気温のような加算できないiif測値に適している。漁I)つぶした方がよ

いのは、「1it｣や｢仙｣といった｢加飾きれた合制･｣だけだ。どちらが適切か決断に迷

うようなら、蛾らない方が無難だ｡一般的なフィーバーチャートであれば､領域

を蹴りつぶすことが適切かどうかは､保証の限りではない。

な〃測贈梁

厳
お

一
一

1９０

折れ砲上の点は､既取り価が
唾塵にどの時点で叶測され

たか巷示す

線
す

一

函
癖

照
、rlj／
平|‐

＊

型
藤
L』凸ユユ■■■■■■■q●■一 色



Chapterl2グフフ 1９１

理猫的に児れぱ､欠湿のようなiliなる散７２.５
「塗りつぶしあり」「塗りつぶしなし」の意味

価データを表現する塗りなしのフィー

バーチャートであれば､その目盛りを切断

して竹略することに何ら問題はない『推氏

98庇が‘１９皮の２１緋+いわけではないので、

虻撒とゼロ点の側辿を示す必要がないの

だ。しかし、こういった例を除けば､ほとん

どの場合､ゼロから折れ線までの一・部をff

lII&したグラフは、５歳で税明したように'111

地ったI;1噸を!j.えゐⅡ1.能州が問い。

，パされる１，tのすべてが狭い範IJI1に集ｌｌ１

している場合、Ｈ感りを省略した方が、述

軒

、/、

線からゼロ点までのすべての値

唖
嵯/や脚Lのよう鞭〃算できる掴

線上の値のみで線の下方の値Ｍ
含まない

亜
誘gのような目盛りの鑑み駁J価

いがはっきりするという意見もある｡たとえば､｢i}1峨汁物価指数｣は峰本的な値駕篭皆鯉曹繍
がﾉ､:きく、その｢堆本的な値｣から見ればわずかな柵でヒドするデータでああだされる数値に用いる

からといって、その変化を,Jくすために、折れ線と･どrjのIllIに州に〃(i;する(雌本

的な値を示す)頒域の・部を削除するというのが、果たして1Ｋしいのだろうか。

この窄張は、もっともらしく見える。しかし、敢婆なのが｢変化｣であれば､消費荷

物価指数をチャートにするのではなく、「変化｣をチャート化すべきではないだろ

うかたとえば､消費巷物価が1995年に1('｡､1996年に30()､1997年に29ｕｋ界したと

する維済学件や政治家は、'iiに３１)｡と２９１１という数仙を｣こくて、「i剛峨･物価術数

の変化は1996年から1997年にかけて沈飾傾向にある｣と1冊為だろう｡しかし現実

には､２％であっても物師は上昇しておI〕、単.に|:ﾀi､のペースがﾄ゙ がっただけであ

あ(lxI12.16参照)。「消費荷物{|ｉｉｉ指数をチヤーI､化す路|のではなく、「術数の変化

》#<をチ･Ｙ－卜化す為にとで､祝'雌化され

た1,'柵が．股にjﾘ1解されている現,典に近プ２．６グラフィックスと政治:変化の率
づいたのだ.‘

フィーバーチャートは､対象読荷の主迩

への側心庇に応じてチューニングするこ

とが、もっとも祥肋なグラフィックスのひ ＋

とつであるこれにIMI連して、ナイジェル．

十２

曙６

醗 一

緊色

竜■iｉ
消賢者物固や国家の債務インフレーションや財政赤字

ホルムズのような｢チャートウーンー支持

･汁は、ビジュアルユーモアの利用を提唱し 鱈を示すと.常に上昇上昇する童の壁仏事だけ
しているように見えてし農うを見ると.下がったように見える

たチヘヮートゥーンとは、グラフィックス

が川いゐデータメタファに絡めたジョー乎奄加えてい芯いデｰﾀにはﾌｨｰパｰチャートが適しているが､褒化
率を我現y・るにはパーチャートが必要だ｡こういったチャートの増合、

クによって、ビピツドネスを高める｢１Ｍ池「腕れ線I蝿相程示す｣､｢パー チャートはインフレーションを示す｣と
いつ化明確なラベルを付けるよう､注意が必要である
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２プ７

ＰＳ｢ｔＢフォーム

合わせのチャート化｣を激味するものだ。たとえば､大学ﾉk活にかかる畑１１を炎

わす折れ線を、卒業生がかぶる角柑のふさで描き、その角'淵のてつぺんに｢金､送

れ｣と描いておくといったものだ。このような手法の問題点は､ユーモラスなメ

タファによってビビッドネスを高めようとした結果、ビピッドネスばかりに11を

倣われて、データ''１体の愈味を見逃してしまうことだシンプリシテイがなされ

ていないため､その備報に利蒋関係を持たない読粁は満点を卿界すゐことが州雛

になり、結果としてチャートウーンは､情報ツールではなくスタイル優先の騒貯

でしかなくなってしまう。

フ,イーバーチャートの装飾の方法は、チャートゥーンだけではない。|‘x112.17

は、似'12.12のグラフイックスをﾉCにした３つのバリエーションを,侭している/i言

は究械のシンプリシティの例｡右はテクニカルなデータメタファの例｡そして1'１

央はこの２点の中間的なデザインである。３点とも、アイコンや虻体的なＦ法を

使ったフイーバーチャートよりはシンプルである。そしてこの３点は、それぞれ

伐術的に出なるチャートでもあゐ。統制･挙行や数'y倉荷にとっては、データを,j：す

ﾉMとそれを結ぶ級だけを,パしたｲiのグラフが､典のフィーバーチヘ'－１､と,1.えゐ

ものだ｡ﾉ12と典ん''１の２‘'A(は、どちらも折れ線のドを雄りつぶしてい為ため､技

術的にはエリアチャート(倣域グラフ）と呼ぶことができる‘>しかし塊災的に１，J‘れ

ぱ、３つのチャートはすべて同じ目的を果たすことができゐ,､利州Ｍ１係のある追

求叩,捌什には、イiのチャー１，がほかの２‘１Ai:よりわずかな洲虻の刑さとディテール

をlAL供すゐまた、利州M1係の沖いインフォメーション･ブラウザには、ノ,；の

チャートが理解度のlfLさと全体像を提供するだろう。

図12.12で示したかなり派手なグラ

大学生活の

コスト溺厩
ウや７ｎkt多くの惑重且の
脇11より真<剛求

大学生活の
コスト疑眼

今や７，腿書くの願謹の
即1より周<期っ患

１．．、ﾉ､/､/
息曾ａＳｑＳ

大学生活の
コスト展鴎

ｳ蒋伺1癖<の韓誼
I部8よO貫く唾った

フィックスにも、別な形式が巷えら

れるたとえば､n.ﾘｉの兄Ｉｌ１しがグラ

フィックスの兄川しと１１t襖するjル

合、グラフィックスの兄ＩＩＬを外せ

ば慰全体のレイアウトに述和感なく

統合でぎるだろう（図12.18参照）グ

ラフィックスのデザイナーは、こう

いった可能性も念販に脳き、グラ

フィックスを「統合的なデザイン

パッケージの喫素｣としても機能す

るようにつく為ことが'Ｒ甥である

このﾙ』については、１７噸でよりｌｉドし

く解説する

Eｒｒ

ｴ【 WW、劃熱
■功、ｑ皿己＆ D■■bgユ

F阜ＦⅡP.ﾛ9五

|ぅ皇湿銭’ ■ あ |認認努

続計学的に健全豚チt'一卜化の苧法が複致存弔扉『る塩合､どの＝法を

通限するかは､J1膳関係のある羨者のために単純化するか､利害関係
の扇い暁荷にアピールするために凝った画像遊使うかの選択になる
だろう



７２プ８

ChapterlZグラフ

I置舞し総げる火脚-カカる諦盤剛

$2０．０００

インフォメーショングラフィックスは､ｲﾝ

ﾌｫﾒｰｼｮﾝデげｲﾝ全体の梢成要素のひと
つである｡｢グラフィックスを文策や見出しと続

合し御るようにデザインする｣という目標を持
つのも大切である

1.ＱＯＯＣ ､弔鯛

'８８’９０'９２，９４，９６

フィーバーチャートはグラフ作成ソフトでもつくれるが、バーチャートと同

倣､わざわざこのソフ1,を起動したり、できたグラフから余分な挫飾を削除する

剛'1をかけるくらいなら、Ｆ作離の〃が',1．いとｇ･え為イン．フオメーションデザイ

ナーが多いのが現状だ。手作業でフイーバーチヘ'一トをつくる卿１Kは、バー

チャートのときとほぼ同じである。グラフ用紙の背峨上でデータをチャート化し

た後に､背踊を削除する。折れ線だけでなく蛾りつぶしが必｜異な場合は、IXIl2,ｌ９

のように１本の析れ線を描き、コンピュータをｲﾘ川してそれを似製し、似製した

線を蛾I)つぶしに利川すると楽だ三次ﾉEグラフにしたければ､liiiの｣nの側12.7

で,測りＩしたｆ順に従えばよい．

1９３



｡

1９４

【
●

、/へ、
２プ９

中

訟
一 今

胤とクロースド

パスゼ整列させ、

叶艮グIルドを
nll齢する

、/、ｌｏｉ今妙．
円をグラフ用多角形ツール
眠状の滑鼠グで点と結ぶ鯉

ﾘｯドに侭置し、世猫<
データの位置

を決める｡必要
に応じて主要

なグリンドをトレ
ースする

Ｐａｒｉｓフ訓一ム

鯉を複製する

今

ツールだ

こうしてでさた

クロースドパス

に興りつぶしぜ

加え､腺を週剛
にする

手作爽でデータな

チ１，－卜化するとき

も､コンピュータが多

くの作塑を代行してく

れる可脆性がある.損
製コマンドは時間転大

柵に節約してくれる

多脚形ツール

世使い元の蝿
に両側と唯遡

も付け足し､斑
艦する

作成方法を決めてデータをチ･Ｙ－卜化し､吹き川しで強iMすゐキーポイントを

逆んだら、残りの課題はほかの値の扱いかたである。３Ｗfで１Ｗ,脱したI､ビジュア

ル逆ピラミッド｣という概念を、もう一度,',Mい出そう。メインポイン1,は吹きlll

しで強,illし、第２ポイントは折れ線が示す令休的伽ｌｉ１で,j《せ論．そして、杵デー

タの災際の数仙こそ、ビジュアルピラミッドの底辺に''1縦すゐディテールにな

る‘数仙データが、フィーバーチャートというグラフィックスにとって欠かせな

い部分であることは確かだが､それによってメインポイントや第２ポイントがか

すむほどの注Ｈを集めてはならない。

側12.2Oのように､データポイントに散iI/(のラベルを付けるほど、グリッド線の

必災性は蔀れてくる。銃荷がじっ<1)児ない限Ｉ)、ビジュアル逆ピラミッドの底

辺にあるディテールを得られないようにするのには、１K,liな理IlIがが伍するメ

インポイントを強調するような手法を使って､ディテールを強調するのは絶対に

避けるべきことであり、ディテールは読者が何らかの雁がかりから憶測できる得

度にしておくほうがよいさまざまな災紫によって拠供される帳がかりが多いほ

ど、ディテールを,Jﾐすための新たな下がかりは少なくすべきだその迩味で、

データポイントの数値をまったく付けないか､わずかな肺所にしか付けないので

あれば､職怖一杯にグリッドを引く必笈があるかもしれない代炎的なデータポ

イントに、ある葱凶を持って数仙を付けたなら、グリッドを畑くしたマークがあ

れば允分だろう。すべてのデータポイントに放仙を1.1けたなら、グリッドはまっ

たく付ける必典がない。

枇・杯のグリ､ツドやグリッドマークといった｢'1盛り」というアイテムは、例外

なくグラブイックスの混雑度を1Ｗし、iil､純化を|化ｉｆするものである。Ⅱ磯Ｉ)は催

伽|りに追加してしまうのではなく、１本１本が水､11に必喋かどうかを検11,Iしてか

ら,'}き入れるのが蝿ましいどうしても｜l鴨I)が必拠な珊介'よ、ビジュアル批ピ
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１
１
‐
Ｉ
Ｉ
Ｊ
‐

櫓旧一杯のグリッドあり

ラベルのついたデータがな

い埋合

グラフィックスの混雄化を招く目盛りの必要性は､目

盛り以外の｢データの意味への手掛かり｣が多ければ多

いほど下がる

ラミッドの底辺に押し込められるように､ほかより小きい文字を使ったI)、黙で

はなくグレーにするといった手法を俄械的に利用しよう。

バーチャートのゼロポイントがすべてのグラフ棒の基点だということが明白

な嶋合､ゼロを示すラインは不要だ｡ilil槻に、垂直のグリッドラインが必要なこ

とも極めて希である。垂ｉｆ〔のグリツドラインの役削は､底部の軸に付けたラベルが

果たすはずだし､折れ線の傾斜が変化するポイントでもはっきり示されている。

数値を知らせるためだけに､すべてのデータポイントにラベルを付けるのは

最悪である。そんなことをすれば、メインポイントと第２ポイントが目立たなく

なり、疏者の注意力を一稚大ﾘなアイテムに巣''１させる力を、グラフィックスか

ら糠うことになる。グラフ用紙のすべてのグリッドを拙くことはもちろん、IIiに

X軸とＹ紬を描くことさえ、同棟の理川でグラフィックスにとって逆効果だ。

目盛りが必要だと判断した湯合は、どのようなロ盛りの表示を用いるかを熟

考しなければならない｡一般的には､いわゆる｢ﾒしめられた数字｣が､一番利用価

仙の高い目盛りのアイテムになる。グラフ作成ソフトでは、「4,8,12,16｣のよう

にグリッド線を細かく描くかもしれないが､「5,10,15｣のように略した方が統肴

にわかりやすい分割位置だということが征lﾘlされている。

ゼロライン以外に必要なグリッド線やグリッドマークは、わずかに１本から

３本程度であり、少ないほどよい．また、そのチャートの中で最大の数仙が､その

上のグリッド線まで残り25％以ドまで近づいている場合を除き、最大の政仙を超

える目盛りは不嬰である。

グリッド線やグリッドマークが２本以下の珊合を除き、日盛りに付ける数仙

ラベルは、グリッド線１本おきに付ければ充分だ｡実際には､数値ラベルは２個

あれば足りるはずである。数価ラベルを付けた目鴨りがひとつだけしかない珊

合を除き、ゼロラインがあるとしてもそこに「０」というラベルは不妥だ。
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ナイジェル･ホルムズが、致仙ラベルやグリッドマークをチャートの右側の

キーポイントに近い所にiHくことを主狼した1980年代には、アーティストと数学

者との間でラベルやグリッドマークの位悩がしばしば縦総の的となった。あなた

が夜更けに数学者からNi賭をもらいたくなければ､ラベルやグリッドマークはＹ

紬があるべき位枇の左側という、ご<・般的な位帆にiMiくことをお脳めする。

散値の表記方法は、文蹴‘11と1,1棟に通僑社の標耶スタイルに準じる。大きな数

値には､科学的表記法(12.000.000ではなくl2milⅡon)を用い､小数点の前のゼロ

は表記する(.5ではなく0.5)。位慨はＹ軸に揃えるように右揃えにする。

チャートのＨ盛りでは、文蹴の標準スタイルを超える略し方をする場合もあ

る。年次は1997やl996のようにスベルアウトせず､'96やl97のように略記する。

パーセンテージはどんな勘合でも｢14パーセント」とは表妃せず､数価と単位記号

で｢１４％｣のように表記する。月次は12の月のすべてがチャート化されるなら、最

初の一文字(ＪＦＭＡＪＪＡＳＯＮＤ)にまで略記できるし、チャートされるのが

数ケ月なら晶初の３文'ｉ:(MayJuI1JulAugSep)にする。この場合､略したこと

を示すピリオドは不要であることに注Ⅲしよう。l‘１級に、財務上の四半期は、す

べての四半期が呈氷される珊介に限り、ローマ数字で｢ＩＩＩｌＩｌｌＶ｣と記すか、

Quarterの頭文字をとって｢ｌＱ２Ｑ３Ｑ４Ｑ｣と記す。

読者が一目でその愈味を馴解できるなら、「略記｣は名称全体を評くことに勝

る。ここでのキーフレーズは｢一筆１１でわかる｣ことだ｡従って、ほかを参照しなく

てはならないようなキーの仙川は避けるべきだし､標琳になっていない単科学的

な表記を過度に用いるのもよくない｡注意書きで｢すべての数仙は千単位｣とか、

｢×１０００｣といった文字を付け足しても、役立たずである。その理由は、読者が脚

注を兇逃して､数仙が示す典の航を正しく理解できない可能性が強いからだ｡脚

注で脱明を付けたようなグラフィックスでは、「－１－１でわかる｣ことができず､愉

級を理解するのに２庇の手lHIがかかってしまう。１００万未潤の数仙の珊合､人間

の思考は科学的表記を受け付けないので、こういった戎肥は時にⅢ題が大きい。

560が意味するものは瞬時にわかるが､「56+｣の意味には考え込んでしまう。
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実行すべきこと

●ひとつのキーポイントだけを強く示す｡吹き出しを使って､そのメインポ

イントを画粟で補うようにする。

●アイコンを使う。ただし､そのアイコンが主皿を理知させるのに役立ち、

しかもメインポイントの邪閲にならない埋合に限る。

●作成するチャートのデータの意味を熟考する｡折れ線､塗りつぶし､デー

タポイントを示す点や線といったものは､伝えたいデータの表現に適し

ている埋合にのみ使うこと。

●余分な稜飾を滅らす｡必要凪低限のグリッド､グリッドマーク､ラベルを

使うようにする｡これらのアイテムは､省略形や小さな文字､あるいはグ

レー袈示を効果的に使って､背景に溶け込ませよう。

避けるべきこと

●折れ線が高くなるのを放固する｡パーチャートと同様､折れ線の一区切り

の線は､幅２インチ(5ｃｍ)を超える必要はない｡チャートは小さいほど

よいのだ｡｢高さ対幅の比率｣と｢間隔の比率｣は､バーチャートの適正サイ

ズの班幽となっているものを迦用できる。

●閲迎性を歪める｡不適切な｢目盛りの省略｣や｢高さ対幅の比率｣が関係性

の歪みの原因になる。

●ラベルにキーを使う。「目盛り｣の意味は､控えめに､かつ明瞭に表記する。

「すべての数値は千単位｣というような脚注に依存する表記は避けよう。

1９７
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パイチャート
インフォメーションデザイナーにとって、高校の幾何の授業に澱やした時間

は、すべて無駄だったかもしれない。なぜなら、政学では｢パイ」と,『えば約

３．１‘'159265358979328‘1626であるしかし、インフォメーションデザインの|||:'Alで

「パイ」と,1°えば､それはlli‘純で切りのいい数､１()()1'6を,ｋすのであるここではそ

の１００９６の''1で１１１州lの削介を示す，‘パイチャート”(円グラフ)についてⅡｌｌｉそう。

パイチャートは､似ll221のように特定の量を表す数fの数仙がその全体にI1i

める削合を、lxI形として兇せてくれる。パイチャートを使っても、バーチヤーI、

で通術炎現す為ような｢(！!I々 の１１tの比絞｣はでき鞠が､パイチヘ'－１､のl:災なll的

は｢個々 の１１tの令休との1M巡性を,j:す｣､二とである。そのため、パイチャートが,j〈

すパーセンテージの合計･は､常に１００でなければならないのだ’９６の１１０侃嘆の

ずれは､四拾爪人の諾果によってﾉｋじているかもしれないが､それは脚注で脱明

すれば済むような'』峰細な|M1胆であるだが､設問に対して似数の解答が詐されて

いるようなjIﾙ合に、パーセンテージの介制･が１００から大きくずれあようなら、パ

イチ･v-I､を使うのは適切とは高えない。弾数雌いのインﾌｵ

ﾌｪﾚﾝギの学生は舞鰯I鞠i:鮮蹴割1総鯛
営業を学ぶ チ･ｖ－Ｉ､を使うと決め込んでしまうことだ〔

フエレンギ大学の学生のパイチャート、111でも柵１１１形のバイチャートは､作成がもっと
最も多い専攻科目は もⅡ､I雌なチャートのひとつに数えられる。''１の・部を術だした
マーケティングだ

角哩で切り取って、扇形をつくれるドローソフトもいくつかあ

７２．２７

パイチ･17-卜は､湿数の｢里j通全休と比砿する

むのである｡ビジュアル逆ピラミッドという皿
点から見ると､『どれかひとつの塁jがらっとも

強刈される必要がある｡ペニー型のパイチャー
トの作威万法は､この項の宗尾の図1229で熊
説する

るｌ(》《)を炎すｲj皮は､360度の1'1()0､つまI)3.61災である従って、

このようなドローソフトと地噸を使って、乎作雌でパイチャー

トを作ることはＩｌｒ能だ＆しかし、この作業ができないソフトウエ

アも少なくないその場合は、パーセンテージが極めてIIL純なも

のでない|卿)、グラブ作成ソフトを使わざるを得ないだろう。こ

ういった、121分の'１よりもil弓確に角度を測れ,る道jLを{Iﾘも使わ

ずにパイチャートをつくると、イ<112確なチヘ･一卜になるⅡI能ﾔl‘

が尚いのであるⅢ

グラフ作成ソフトを使わずに済ませる〃法としては、1Wの唄

で作成したグラフ用紙のような｢I']グリッド｣を作成す為という

ﾉj法がある。グラフ作成ソフトが仙える蝋境にいゐとしても、''１

グリッドを使って、Ｆ作難でパイチ･Ｙ－卜をつく為ことを好む

インフィ･メーションデザイナーも〃企する’'1グリッドをつく

るには、５９０に相当する１８度ごとにlFlを区切る半徒を描けばよ

マーケティング
８７％

法律
ROTC(予備将校訓練団）

ジャーナリズム

暁９
３
１
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7２２２

’１
シフトキーを押したま

ま正円を描き､これを

二分割する線を描く

線を複製し､複製し

た線を18度(5％に

相当)回転させる

一周するまでこれを

繰り返し､すべてのオ

ブジェクトを中心に整

列させる

グラフ作成ソフトではほぼ自動的にパイチャートを作成できるが､屈血に作れる円グリッドを
利用した手作鼠で.パイチャートをつくるインフォメーションデザイナーも多い

い。この作業は、複製とｎＩｈｉコマンドを使７２.”

えば、141助的に行える(IXIl222参照)。

図12.22のようなIリグリッドは、特に図

12.23のようなラベルを付けなくても、パ ８０％

イチャートの刷形を作成する充分なガイ

ドとなる。制作川のテンプレートとして、

｢Iリグリッド｣、「グラフ川紙｣、「標耶的な
７０％

縦柵比のバー｣、「蚊WIlパネル｣、「仮兄川

し｣といった巡典を保存しておくインフォ

メーションデザイナーは数多い。４棚に

釘皿凹

0％

0％

巴皿凹

作成したこれらのツールを使えば､極め
５０％

て知時lIllで新しいグラフィックスを作成
このような円グリッドを使うことで､デザイナーの勘に細る作顛を園小

できるのだ。限に抑えられる｡43%という数個が40%や45%の131からどれぐらい
胆れているかを推測する必要はあるが､その鼠２２は小さなグラフィック円グリッドを使ってパイチャートの一
スでは許容範囲内である

片となる刷形を作成するﾒﾙ合、まず円グ

リッドの0％の線に合わせて、多ｍ形ツールで線を１本描くことから始める。図

1224では､４３％を炎す刷形の描き方を示している。多角形ツールを使うステップ

としては、まず０９M》の位脱を指定し､そこから111の中心へ進み､次に表したい他(こ

こでは43％)の位紐を術定して､最後に0％に膿る°こうして多角形を閉じて､でき

た三角形の０％と43％にあるアンカーポイントからハンドルを引き出し、円の曲

線に柵うようにIIIi線を劇糖する。その結果として、スライドに用いるバイチヤー

トに峨適な、蛾りつぶしのできるＷｌじた珊形ができるはずだ｡同形を閉じておか

ないと、JR嬰な・片だけを別の色にして目立たせるという手法が使えなくなって

しまう。

1９９
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２２４

リック

種

中心で
クリック

。
ハンドルを引き
出して曲線を
合わせる

多くの納練しにイン

フ,イメーションデリ

イナーが､この方法石

グラフ作凧ソフトよ

り穆迎く｢パイの一
片|准作脱してし荻う

服必翻暇

すべてのパイの断片を

潔ったく同じように表示

する必要は芯い｡｢部分型
パイチh'一卜｣では不必

哩芯断片は取り除かれ、

｢分削型パイチャート｣で

IijLm要膜の低いものから
『主嬰ぷ断片｣鶴l凶剛し
て強畑J･る

パーセントに応じた
角度でクリック

罰

パイチャートの・片を閉じた助形としてつくるもうひとつの＃l｣,１Ｍは、lxIl2､2５

のようにパイチャートの種類の選択肢が広がることである。ﾊﾙ形をしたパイの断

片をすべて集めて､仮想の｢パイ皿｣の中に定金な（イチヤートを作ることもでき

るまた、仮想のパイ|ⅢからｌＫ要な断片をいくつか進び､「部分】Mパイチャート」

もつくれるさらに「．切れのiK喫なパイ｣だけを少し離すことで､強iWIの庇合い

を期した｢分離JⅢパイチヤーl､」もできるパイチャートを１１１１)伽:させて、任蔵の一

片が上に来るように再構成するのも簡単だ。

しかし、こうしてバイチャートの・片をＷＩじた刷形でつくることは、パイ

チャートの班しき判佃も４§み出しているようだパイチヘ'一卜のすべての断片を

つ
■

,O9f

いいえ
３７呪

すべて

いいえ

３７％

部分

ｑ
いいえ

３７％

分離


