
狸.妬

Chapterl2グラフ

グループ化して、つぶれたように変形することで､別のjIj度から見ているように

表示するのはmiiIiなことなのだ｡図12.21の学生が好む学科に関するパイチヤー

トは、この｢梢円珊パイチャート｣の典型的な例だ｡同12.21の場合､桁I'蝿にして

遠近感を出したことは特に'１１１組にならないが､研究稀プラプ･デイビツドの発見

によれば､それが１１１題になるパイチャートも存在する。遠近感を出すことでビ

ビッドネスはわずかに上昇するが､一方で｢値の比牧｣が槙めて困難になるため、

データメタフアの効果を大巾Mに低下させてしまう◇図12.26を見れば､「梢111型パ

イチヤート｣を使うことで､本来同じに見えなくてはならない｢5％｣が､その位侭

によって似ても似つかないものになっていることを示している。

バイチャートを歪めることは
現実を歪めかねない

５％

楠円形にすることで掴弼盛を出すと､パイチャートの
正砿性が失われる可IiE性がある

「郁分邸パイチャート｣や｢分離堀パイチャート」と何級に、「楕円咽パイチャー

ト」も適切に利川すれば価仙あるツールである。なぜなら、この３つはすべて、

｢過庇の混雑｣というパイチャートのもうひとつの大川皿を解決する強力な手法

になり得るのだから。メインポイントには無関係とも皿える小さな断片があるこ

とで、メインポイントがわかりづらくなるほどパイチャートが混雑してしまうこ

とがある。1K嬰腿の低いデータは、「部分刑パイチャート｣で除外してもよいし、

｢楠''11Wパイチャート｣と｢分離咽パイチャート｣の手法を合わせて使えば､視界の
後方に押しやることができる。

図12.27では､小さい断片があるとどんな間題が起きるかを示している。黒と口

のINIで使えるグレー階調が２～３段階しかないことを考えれば､ひとつのパイ

チヤートで５個を超える断片がある場合、色だけではⅨ別できないということ

だ。さらにパイの断片が多ければ､夕食に食べるパイなら艇持ちしてよいかもし
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れないが､パイチヤートを兄る統・汁からすれば拙み取るのに時'111がかかり、それ

によって導入ポイントとしての効果がドがってしまう

２２７

蛾
亜
種

2mｇ

djlj． 可能な解答

いくつかの手法によって､バ
イチャートの混班を頗和で
きる

⑤

分け方が細かすぎ
るバイチャート

小さなカテゴリー
を統合し、「その
他」のような対魚
全体を総称するラ
ベルを付ける

師く切ったパイを兇たら、統合できるカテゴリーを探そう「とても良い」と

｢良い|が統合できゐことは多いだろうし、｜恐い.lと｢械めてﾉ座い｣もli1Iじだ｡川倣

に１５のカテゴリーに分かれた政府のえ川リストを、「防術｣､「負蝿､「ilRI内｣の３

点に単純化して､凝縮することもできるだろう１５のカテゴリーをすべて表示し

たければ､jW'11.1を別のパイチャートに分ければよい。カテゴリーをグループ化し

たときに､ふさわしい｢総称｣が思い浮かばなければ､細'１をまとめて｢その他｣に

するという奥のＦもある

似Il227のように、大きなカテゴリーは分離ﾉ(1バイチヤートにしておいて、小さ

なカテゴリーは表にして添えるということもできる‐複数のカテゴリーを統合し

た結果､個別のデータが表示されないのは、るという場合は、グループ化できる

カテゴリーを11りじ色で液ってば切I)線だけをl附いておけばよい。

あまりお脇めできないテクニックとして､「キーの利川｣とIパターンの仙州｣が

あるキーは３章で解説した通り、述やかな読解を不可能にするというのがその

JIlIllだ.そして､チェックや水-|息のようなパターン塗りは、余汁な線で縦荷の１１

を惑わす|:､印刷や表ボでよい１Ｍが岬られないⅡl能性もあろその上､「格好良

さ｣という点では､綾織I)のレジャー用ジャケットといい勝負だ

パイチャートの汎靴が､データラベルの付けﾉﾉによって1111雌できることもあ

る｡「防衛に９兆ドル｣とか､「その他すべてに500億ドル｣といった実際の数値が

収要なh11級であれば､その数値をデータラベルに使おうただし､実際の数値を

ﾉﾐ,Jﾐしたｋ､パーセンテージまでIlil時に炎,J〈させてはいけない。このjﾙ合､パー

センテージはバイチ.Y－卜というビジュアルが,｣〈してくれ為だけで允分だ数仙

にⅢいる文字は、各断片が何を示すかを表ﾉJ：すあラベルよりも、小さくするのが

ＢＳ
Ｅ

主要なカテゴリー
を分剛させ、小さ
なカテゴリーは月l‘
のテーブルで示す

今

断片の区切りはそ
の頓まで、共逆す
る複数のカテコリ
ーを同一の塗りに
する



２２８

ChapterlZグラフ

適切である，この‘'ﾉ.i:については３噸でｌｉドし〈解税していゐ

フィーバーチャートやバーチャー|､と|‘i1級に、パイチ･ｖ－トでも襖数のアイテ

ムを同時に扱うと極めてわかりづらくなる。‐明確なラベル｣や｢小さなカテゴ

リーの統合｣を行ってもグラフが混雑して兇えるときには、カテゴリーごとの区

別をはっきりさせゐことをiﾂえてみよう「Iﾘl碓なラベル｣と(よ、データごとにラ

ベルを｛‘j･けることだけを戯味するのではない，隣接すゐハイとの境界がはっきり

わかるような塗I〕色を使うことで、カテゴリーがよりIﾘl肺にⅨ別できる似112.28

では、色を分けただけでなく、パイの断片にも、折れ線にも、そしてグラフ椎に

も、それぞれの企梁騎を炎,J《してあぉ』これによって、あるグラフで1Ａ(･IIIC社は

Ⅱ.｛だ｣とわかれば､ほかのグラフではラベルをⅢ湖するまでもなく、その企雌を

探せる結果的にはキーを使ったようなものだが､データに脱接ラベルを付ける

ことによって、キーをI‘l明のものとしている．そのため､非効率的な｢チャートの

見方を示す凡例｣をグラフィックスの脇に祁嗣する必拠はないのだ．

需上認 年間利益

3噂ドル

2轍ドル

1侭ドル

ＡｙＩＳ

ｌ９３Ｄ４００５９６画】

複数の企梨からのデータをチャート化するような堀合は､それぞれのパイ

や折れ線､グラフ椋などにラベル瞳付けるようにしよう.さらに鍵り色を朗
随に分けることもⅢ要だ｡この図のバイチヤート､フィーバーチャート､バー

チャートの阻み合わせでは､その盤え方渥さらに推し進め､同じ企業のデー
タを同色で塗るという手法涯鯉っている

従業員

P冒雨垂毒ヨa900
ZM画渥悪霊襲珂8,600
ＡｙＩｓ５』ユＯＯ

Ｒ⑧ｔａＩＩｏｕｔＩｅｔｓ

ｌＡｃｍｅｌユo４１

Ａｌｎｘ」７６

ＡＶＩＳ９４

「桁|ﾘﾊﾘバｲチャート｣については、先ほど問題点を慌摘したが､「すべてのパ

イチャートが典iI1でなくてはならない｣という宇宙的卿IＩなど存在しないウイ

リアム･プレイフェアがｊｌｔ初に描いたl刷りというメタブァは、部分と令休の比

牧において'匝要な尤令|'Ｉｉを、｣n1Iによって191助的に印象付けるという点で好まれ

ている。しかし、ほかにもこの目的を述成できあメタファは存在する代表的な

ものに、税金として納めたドルはどこへ行ったのかを,J：すグラフィックスがあ

るこのグラフィックスでは、税金の他い道ごとの比率に応じて、「１ドル札｣を

分11iりす為。陳勝化したグラフィックスではあるが、l111以外の(''１かを分11ilけると

いうアイデアには．妙に仙する新鮮さがある．そのもっとも効果的なバリエー

図0腿
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図12,21のバイチヤートで

は.アブラハム･リンカーン

の顔をベジェで岡現するの

に多少のスキルが要求さｲ１

るが､それ以外の部分は､写

実的な三次元効果を含めて
闇!､に作成できる

Ｐａｒｔ３フォーム

ションのひとつを器げておこう。ある使い道に37％の税金が仙われたとしたら、

それを｢十'111;３個､五l1IKI118l、一・'''五２個｣の計37円で,(すのだ。13％であれ

ば､「１．円玉１個と一円玉３個｣になるこの手法を技術的に見ると、パイチャー

トから転換してピクトグラムとして機能するものと言えるピクトグラムについ

ては、このiWfで後述する,、

図１２．２１の作成方法

IrlGOD耐ＥｍＵｓ１
ｌｕｕｍＴ

１９９６

ベジェを使い
リンカーンの
シルエットを
描く

顔のハイラ

イト部分を
明るい多角
形で描く

文字を
作成

文字を円に沿
わせる

グループ化さ
れた１セント

硬貨を回転さ
廿霜

重めて遠近債
を出す

明るい色の

線を加えて、
外周を作成
する

硬貨をマスク
するための多
角形を背策と
同じ色で描く

へ

立体的に見
せるための

多角形を描
き足す

これをグループ

化された１セン

ト硬賀の上に置
き、グループ化
する

放射状の塗り
つぶしを施し、
アイテムを瀧

置し、グルー
プ化する

楕円を複製し暗

い色で塗ったあ

と、左下にずら
し背面に送る

これをマスクと

同じ色の背畿の
上に置けば完成



Chapterl2グラフ

実行すべきこと
●パイチヤートのもっとも皿要な断片を強閏する｡ほかよりずっと濃い色

か､あるいは爾い色で強調し､吹き出しでメインポイントを示す言葉を補

足する。

●データを単純化する｡断片の数は５以下になるまで凝縮しよう。

●パイチヤートをテーブルで補足する｡断片が細くなりすぎるような細目

を表示するために有効な手法だ。

●効果的にラベルを使う｡個々の断片の数値ではなく名称涯自立たせよう。

データラベルには､パーセンテージではなく｢実際の数値｣を使い､パーセ

ンテージはパイチャート自体の比率で見せればよい。

●アイコンには三次元処理を用いる｡ただし､それが主題の騒別に役立ち、

価値のある暗峨となっており、データをわかりづらくしたり歪めたりし

ない埋合に限る。

避けるべきこと

●何でもパイチャートで表現しようとする｡パイチャートはディテールで

はなく全体像を伝えるものである｡断片が多すぎれば､全体像は暖昧にな

る｡断片から数多くの線を引き出してデータラベルを示しているような

パイチャートは､「多くを含みすぎて｣おり、「焦点の絞り込みが足りない」

のだ。

●大きなパイを焼きすぎる｡典型的なパイは幅2インチ(5ｃｍ)を超えるも

のではない｡キーを用いる必要がなく、ラベルと断片を多くの線で結ぶ必

要もないという条件が満たされれば､パイチャートは原則的に小さいほ

どよいのである。

●関係性を歪める｡同じ大きさであるはずの断片が､迎う大きさに見えるほ

どつぶれたパイにするのは避けよう。

●１ドル紙幣を分割したグラフのような陳腐化した視覚的表現を用いる｡通

貨を分割してみたいなら１ドル紙幣以外にしよう｡その紙幣が珍しければ

珍しいほどよい。
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エリアチャート

エリアチャート（領域グラフ）を解読することがパズルのように難しくなって

しまうことはあるが､「エリアチャートとは何か｣という設問への1111稗は明快であ

あエリアチヘ'ー1､とは、フィーバーチャートを似雑化したものに過ぎないた

だし､エリアチ･Ｙ－卜1,1ルは｢I‘1分はフイーバーチ』１，ー卜であるだけではなくバ

イチヤートでもある｣と考えていゐかもしれない

エリアチヤートは１本の折れ線を示すものではない。また､ゼロ地点の等しい

似放の折れ線を,ｋすものでもないエリアチャーI､とは､複数の折れ線を同時に

炎'（し､11A|々 の’１１rれ線｛よ､そのすぐ1,.にある‘lﾉiれ級(またはゼ1Jライン)をゼ,J位

枇として利川するというものだ，『い換えれば、似激の折れ線があって､折れ線

から下の折れ線までの領域の広さを示すものでああ．

図12.30が,すように、リ|叫!的には一木の総柵する折れ

線(()Ｗ１.illlLill(卿とIlfぷ)があI)、その伽此を仕切る折れ線

スクルージ社は（Comp('n(ⅧlMmeと呼ぶ)が“す為のであ為この形式
曲がり角を抜けたによって､バｲﾁﾔー ﾄのようにｴﾘｱごとの領域の相

対的なパーセンテージを我,虎すると共に、多くの情報を

社長交代以来わが国最大の石炭同時に炎,j《すゐことが,11能となる｡その雌味において､エ

会社は急速に成長しているリアチャートは極めて抽ﾉJなグラブｆヅクスになり紳為

llj・能性を秘めているしかし.〃で､この複雑性はエリア

チャートの叩解を困難なものにもしている現実的には、
げ

S2
billi印

＄ユ
副10ｍ Ｉ利益

『言1ｍ

１９つ０９３，９４’９５０９６，９７

もっと⑧データ鯛中型芯グラフィックスの

一種であるエリアチャートは､効鯉的に活用
するのが慾しい

▲

▼

エリアチヘ'－１，の意味を,脆み取れない読汁が多すぎるた

め、エリアチャートの利川は控えめにした〃がよさそう

だ側12.30は､比校的iii純なエリアチャートの例である

このグラフは、ビジネスベージやアニュアルリポートの

ように、批什が複雑なチヤー|､を見悩れていゐところで

使えば､効１１:を発揮す』ることだろうｃしかし、この比較的

lii純なエリアチャートできえ、こういったグラフを兄悩

れない眺什には,誤解苫れあことが多い

このエリアチヘ,一卜の1Kしい硫みﾉﾉを勝えてみよう。

売上げ全休の金額の中には､その売上げを得るためにか

かった臓価と、売上げから原価を差し引いた利維が含ま

れている光上げ全休をﾉ』ﾐすのがｋの折れ線であり、原Ⅲｉ

と利hitをⅨ切るのが下の折れ線であ為，もしもこのグラ

ブにそれぞれの釧域の通'1,kを,Iﾐすラベルがなければ、こ

ういった‘hIiMlを理解できずに、ゼロを基点として｢原価の
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折れ線｣と｢利益の折れ線｣があると考えるかもしれない。このエリアチヤートを

正確に理解できれば､スクルージ社では｢企体的な売上げが伸びている｣だけでな

く、その｢原価は安定｣しており、その結果｢利益が劇的に広がっている｣ことがわ

かるはずだ。このグラフィックスでは、こういった悩靴をⅢいて、さらにその変

化は｢新社腿の採用がもたらした｣ものであるという、槙めて強力なメインポイン

トを表現し、立証しているのである。

エリァチャートとフィーバーチャートの相違を読粁にわからせるために、何ら

かの｢ビジュアル的な手掛かり」を示すことが､エリアチャートを成功させる秘訣

だ｡たとえば同12.30では、器ラベルがチャートのどこを'j《しているかをIﾘl確にす

るために､「範囲を'jくす矢印｣が使われていることに注Ⅱしてほしい。こうするこ

とで､「利益｣は｢売上げの線｣と｢原価の線｣の間の領域であることが明白である。

最初の年の利益は、これがフィーバーチャートなら１８世ドルだが､エリアチャー

トとして見れば９億ドルにほかならない。エリアチヤートをどうしても使いたけ

れば､必ずラベルは付けよう。ラベルがあるからこそ、拙荷はエリアチャートに

表現されている耶実を１１;し<理解できるのだ。

優れたエリアチャートをデザインするために重要なもうひとつの要索は、「ど

の領域をどこに配置するか｣という判断である。「原価｣の舗域を下部に置くこと

で､図12.30では｢原価が安定している」という事実を伝えることに成功している。

もし｢１%(価jが上部にあれば､「利維｣の激しい変化の影騨を受けて､原価の安定が

これほど明確には伝わらないだろう。扱うデータの棚賦が多すぎたり、そのデー

タがすべて変化することでさらに問題があるようなら、エリアチャートを使うべ

きではない。そんなときは、フィーバーチャートかパイチャートで論点を明快に

伝えた方がよい。

エリアチヤートは、本格的な統帥の分野に閥するものであり、その作成にはグ

ラフ作成ソフトが欠かせない｡エリアチャートは､鋭肴が｢あるレベル以ｋの統

計学的知識｣を持っており、さらに扱う」ﾐ地に対して｢捕報収集の時間を惜しまな

いほど深い利害関係がある｣ような場合に利用すると、もっとも効果的である。

しかし、このような条件が揃うことは滅多にないので、「インフォメーションデ

ザイナーはエリアチャートを使わない｣という聴本姿勢が1Kしいのである。

実行すべきこと

●複雑なデータを単純化する｡始める前にすべてのデータの関連性をつか

み､余分な詳細を省いて｢一目で｣できるだけ多くの佃報が伝わるような

工夫を凝らしてチャート化しよう。

●ラベルを積極的に使う｡範囲を示す矢印を使い､｢複数の折れ線ではなく、

エリアチャートである｣ことを明らかにする。
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●工リアチヤートではなく、フィーバーチャートやパイチャートにするこ

とも検肘する｡エリアチャートの持つ複雑さで､臨者寮理剤させることは

避けた方がよい。

避けるべきこと

●アイコンの使用｡データ自体が既に掴蝿である｡余計なものが加わると順

態はさらに悪化する。

●一般的な賭題へのエリアチャートの利用｡｢読者が高度に洗練｣されてい

て､「賭皿に個人的な関心を持っている｣という条件が両方揃っている埋

合を除き､エリアチャートは擬能しない。

酪訂の規定値は
統一されていない

米国の交通規則では運転者に比較

的高い血中アルコール濃度が許さ
れている

カナダ 妙迦1１

ｽｳｪー デﾝ型）１１’
、

このピクトグラムの見た目は単純である｡｢血中アル
コール混唖』と､｢その湿度に至る顎でに必要芯アルコー

ル｣を同時にチャート化し､ビールジョッキというデー
タメタフアと､国ごとの鯛釈の運いというトピックの両

方をアイコンで示している

ピクトグラム
側12.31のようなピクトグラムは、巾純そうに見える

にもかかわらず、極めて強力なグラフィックスである。

その本質は、グラフ棒やパイの代りにアイコンをⅢいた

に過ぎないが､実はこの事実がピクトグラムの持つ強さ

に直結しているのだ。ビクトグラムというのは、データ

メタファであるアイコンに、数敗まで災示きせるという

三爪の役削を持たせながら、なおかつビビッドネスを強

める効果しか持たない｡つまり、オーガニゼーションや

シンプリシティを拙なうことが少ないのだ｡その結果ビ

クトグラムは､槻めて紫早く疏み取ることができ、さら

にもっとも肥憶されやすいグラフィックスのひとつに

なっているのだ。ビクトグラムの作成における唯一の課

題は､「不必要な装飾で恥純化を弱めない｣ということだ

けである。

ピクトグラムでの装飾には、キーが含まれることも少

なくない。ビクトグラムを作成する場合、ほとんどのイ

ンフォメーションデザイナーは、キーを用いて｢アイコ

ン－個が表す数量｣を説明する。アイコン自体が明快で

暖昧さがなく、キーの脱明を読まなくても意味がわかる

ようであれば､キーの使用にⅢl皿はない。しかし、組散の

異なるアイコンを使ったり、アイコンの大きさが述うと

いった場合は問題である。図1231の例で説明するなら、
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大ジョッキと''１ジョッキを異なるアイコンでつくるようなことはせずに、一枕熟

のアイコンを必要に応じて複製し､端散はそのアイコンを分割して炎すのがよい

のだ。

ピクトグラムの｢キー｣は、「Ｈ障り」というほどではないにしろ、菰慨している

ことは111災だ｡「米IKlに10.000の核ﾂi噸がある｣ことを１０側の爆ﾘﾘiで炎現し、「ロシ

アに9.000の核弾頭がある｣ことを９側の爆押で炎現した、「核武装比較ピクトグ

ラム｣を考えてみよう。「１０個のアイコンの横に10.000｣、「9個のアイコンの横に

９．０００｣と表記されていれば､キーがなくても｢一個

の燃弾は1.000の核jliiWiを表す｣ことがIﾘ11'1である｡７２３２
昨日のこれにキーを加えてしまえば、メッセージが希iWi

ニューヨーク株扇C市場になるだけだ。さらに、グラフィックスが伝えるの

はデータの関連性であるということを思い出そ

う。具体的な数値の力が重要なら、エケートリスト

を使った方がましだ。
491ｇ社

図12.32のようなピクトグラムを新川の株式棚で
値上がり

毎日見かけるとしても、襖数のアイコンで激量を

示さずに、ひとつのアイコンの大きさを変えて数
９ﾌ社値動きなしftを示すという手法は､一般的とは｢ifえない．ビク

トグラムをつくるときにデザイナーが陥るもっと

もあI)がちなⅢ通いは、同じアイコンをデータの

数赴に応じた個数にすることを忘れ、アイコンを

単なるカテゴリーの戎現として使ってしまうこと

だ。上ドに向かう矢印の大きさを散ｉｔに合わせて

変史することによって、同じ大きさの鞘をいくつ

も並べて数賦を示す代わりになり側るだろう。

この株式市埋のf､上がりと価下がりを示すグラフィックス

は､邸分的にパーチヤートであり､バイチャートであり､ピク
トグラムでもある

実行すべきこと

●アイコンは単純で小さなものにする。アイコンが何の数値を表している

かが､簡単に理解できなければならない。

●メインポイントを吹き出しで強隅する｡他のグラフィックスと同槻に､ポ

イントは強い表現にする。

●キーは使わない｡代りにアイコンと具体的な数値との関迎が直感的にわ

かるように､吹き出しに入れるラベルを工夫する。

209
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避けるべきこと

●ほかにもアイコンを使う。ほかの種類のアイコンを使うと､本来ピクトグ

ラムで使っているアイコンの価値を､減少させることになる。

●端数を表現するためにアイコンの大きさを拡大､縮小する｡幅と高さを共

に半分にすれば､同じアイコンでも面柵は４分の１になる。こういった

ハーフサイズのアイコンは､元の値の４分の１を表すと考えてよいだろ

う。ただし､４分の１というのは紛らわしいので､正確に伝えたければ図

１２.３１のように半分に切る方がよい。

グラフ作成ソフトの利用について
ｌ‘|分の腕とＩｌがﾉkみ{l}す雛介'|′kやlIi榊:の能ﾉJに＃【Iらずにグラフを作成す為場

合､「グラフ作成ソフト｣は非‘肘に役虻つツールであるしかし、グラフ作成ソフ

トを使うには、ドローソフトに加えてもうひとつのソフトを習得する必要があ

り、またドローソフトでつくった素材を移助する手間もかかる。こんな剛111か

ら、インフォメーションデザイナーはﾉ<M:の放仙を扱う大規悦なグラフィックス

をつくるときにだけ、グラフ作成ソフトをlIlいる傾向がある

炎１１１．弾ソフトかグラフ作成ソフトを肱ち上げると、起1mllI1Iimiにはすぐにデータ

を人力できるような、表形式になったシートが夫,jﾐされる。グラブをつくるに

は、凶12.33に示すようにXIIilliのデータラベルを雌初の列に入ノル､Ｙ軸のデータ

‘il･測値を２列Ⅱ以降に人ﾉJしていく。

こうしてデータを入力したマス1.1(･ヒルと呼ぶ)を選択し、メニューやツールか

らグラフ化のコマンドを岨11ﾘjすあのだ｡すると．‘マイクロソフト･エクセル，･のよ

うなソフトウエアの多くは、選べるチャートの
２３３ 副'1旨■

５

図12,1のグラフィックスのデータ蛭~マイクロソフト･エク

セルの鞭に入力した

形式を示す．覚渋が表小される(凶12.34参照）

ここでは、伝えたい怖報に適したチャートの形

ｪ､を、‘ｌ典jltに避ぷことが加腿である。ただし、こ

こで進択したjlﾀ火のチャートをつく患に､'1たっ

て、シートで選択したデータ以ｋのデータが必

婆な場合、グラフ作成ソフトはそれを教えては

くれない。チ､ヤートの形式を選択するときには、

了次ﾉ6グラフ以外のIllから、必'奥とすゐ形｣Y;を
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選ぶとよい‘,グラフ作成ソフトのほとんどは、ノく1,tのｲ§喫な避飾物をつくり出し

てしまう。ｌｌｌでもグラフ作成ソフトがつくゐ三次元グラフは、イく典なものが充ilMj

していることで悪名が問いのだぁ
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エクセルのグラフウィザード椴臓は､グラフ作成に錫嬰紅-,1の情報を対記
形式で掘定でき､その答えに応じたチャートを自動作威してくれる｡-デルタ
グラプなどのグラフ作賎ソフトもほほ同様の擬能を持っている

'４Ｆ』「釧

グラフfl:成ソフトには、グラフタイＩ､ル、''''1|ラベル、凡{ｸﾘ、データラベルなどを

''1動作成す為機能があ為しかし、その刊川は避けるのがjIt牌であるグリッド

を含む堆本的なチャートを作成するためだけに、この趣のソフトウエアを使うよ

うにしようグラフィックスのほかの奨紫は、すべてドローソフトでつくった方

がよい。グラフ作成ソフトが定成した･ﾍ'－ト(IxIl235参照)を災,J§したら、その

チヘ･－卜令体を選択してコピーし、ドローソフトのWiAMIII･弧にlIlIiI)1,j･けゐこれ

でチヘ'一卜の上をなぞることもできるし、余分な装飾を削除して線の幅や並I)色

を調整し、通常用いる形式のグラフィソクスに合わせることもでゑる、
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ァl､ラスという地似iIl1Mは､極めて'細||なマップ(地似|)である。その1|剛Iさは徹

咲しており、すべての道､すべての川、すべての部ili,すべての郡はもとより、各
地の時雄や､地点iiIIの距離を砿確に‘11．るための見慣れない｢点｣や｢政'r:｣までが含
まれている。

インフォメーショングラフィックスの11'にも、マップは含まれていゐしか

し、アトラスのマップのように彫えi1jLるすべての人が知りたがるhI州！｣が戦って
いるのではなく、対象疏貯向けに｢絞り込まれた怖報｣をj1f体的｣に細けるので

ある。インフォメーショングラフィックスのマップは、ある道路が'1t要であれば
表承すゐが､砿要でなければ省略するE何じょうに、ある川が話題の'''心である
場合や、欠く事のできない11印となる勘合のみ表砿するのだ主要な細|『といえ
ども、一簡所か：簡所､参くても参11Ｍ１を含めて三簡所までしか強‘１Ｍ炎,Jﾐにして
はならない｡地形や縮尺炎'ｆといった付価物も、炎示しないのが一般的だ。
要するにインフォメーショングラフィックスにおけ為マップは、ほかのすべて

のグラフィックスとl‘１撤に、ビジュアル逆ピラミッドの搬式に準じているのであ

るアトラスのマップのように､完全なリファレンス1洲Mを提供するものではな

いインフォ･メーシ訂ングラフィックスのマップは、ひとつのメインポイント

と、ひとつくあるいはふたつ)の第２ポイントを明硫に炎現し、これらがLレバされ
た後にディテールを表‘肥するという形式によって、階伸i的に紐織化されたメッ
セージを伝える役割を排つのである。

インフィ･メーショングラフィックスとして機能すあマップは､次のような形式
に分噸される。
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●口ケーターマツブある物がと'の｣〃所に現似または将来)伽i'tす為かを、

ほかの物との側係によってﾉす

のインセットマッブ「地点｣や｢領域｣をアイコン化して'J§すｃ

●データマッブ「統ｌｉｌ･的｢肌拠｣や｢統Iil･的数ＩｌＵが発生した助ﾉﾘiを承す

●スケマティクスマップ「Ａ地点からB地点に行く方法｣を、IIi純化した地ＩＸｌ

で‘塊り｣する。

●シーケンス空川や時間を迫ってＷＩ:の鵬ＩＭＩをチャート化する(15竜で別

途解脱）

この唯では､韮本的なマップの形式ごとに祥し<探求し､統‘il･地例全般の様八

についての具体的指針をいくつか,jﾐすそこで什強に入る前に、グラフィックス

としてのマップ全般に典通の論点を明らかにしておこう⑥
紬ＡＩ･｣||収Iとは倣い、「グラフイックスマップ|で(』

方位

;『

０２０ ４０miIes
I-一ＢＩ

側一坐-皿堕竺，’

縮尺

これらの統計地図饗示は､アトラスマップでは必要だがグ
ラフィックスマップでは任意に取捨通択すべき召のだ

銃,il･地lxIとは述い、「グラフイックスマップ|では

比率を維持する必幽J:あるものの、Ｉ碓な縮尺を炎

水する必災はないＭ梯に､方位の炎'Jﾐも常に必要な

わけではない。ビジュアル逆ピラミッドの観点から

すると、それらのアイテムはデイテールに過ぎない

ので、インブオメーションデザイナーが柾意に収硲

選択すべきものである(収113.1参照)。

ただし、このような辿常の地例に必須のアイテム

を削除する自由には、州祇が作ってくゐ。つまり、グ

ラフィックスマップではﾉj位や縮尺を示す必i災がﾉｋ

じるような、例外的な拙きﾉで硫什を肱くことがな

いように作成する蝿Eがあるのだ。，１.い換えれば、上

が北になるように描き、允分なＨ印を配して､統汁が

縦尺や方位を確捌せずとも、自然に剛解できるよう

にしなくてはならない。

縦H･は北は上ﾉﾉにあると兇なすＷ‘lfliがあるので、

たとえほかの方向に向けたコンパスを描こうと、そ

れは無視きれる可能性が高い｡従って､すべてのグラ

フィックスマップにおいて、北はﾋﾉﾉに位仙すべき

であり、この前雌のもとにﾉﾉ位炎'｣〈の進択の'''''1が

得られあのだし同雛に､縮尺を描かないと理解できな
いマップは、グラフィックスとしては失敗である。グ
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ラフィックスマップは､すべてのグラフィックスと伺棟に､晦末なディテールで

はなく、全体像を伝えることを追求するものだ｡距離を知るためにキーを見なく

てはならないようでは、一目で理解できるグラフィックスにはなり得ないだろ

う。縮尺が必要になるようなマップは、あまりに小さな領域に絞り込み過ぎてい

るか､あるいは示されている参照地点の数が不允分なのである。

メインポイントと第２ポイントの邪服にならない狸度に小さくしておけば､グ

ラフィックスマップに｢方位と縮尺｣を表示しても、何ら問題にはならない。しか

し、その表示がないとグラフィックスを理解できないようであれば､そのマップ
に何か問題があると考えるべきだろう。

グラフィックスマップに欠かせないもうひとつの特徴は、メインポイントを強

脚するために｢吹き出し｣を使うことである。ほんの小さなインセットマップであ
ろうとも、そのグラフィックスの存在理由が吹き出しで示される必要があるし、

インセツトマツプ以外のマップであれば､吹き111しと兇出しのIl1lj方でそれがIﾘl快
に表現されなくてはならない｡〃柾剛山を明記していないグラフィックスは、グ

ラフィックスとは言えない。それは叩なるアイコンであり、テキストの装飾に過
ぎないのである。

マップを－．月で理解させるために

最適な利用目的：地理的な関係の炎現

」§題を場所によってラベル付けすること

最悪な利用目的：位圃や経路が亜婆な意味を持たない主題

具体的なディテールの列拠

答えられる質問：どこで

ﾊﾙ合により、どのようにして

よくある利用法：本文I'１で導入ポイントを示す

珊合により第２ポイントを示す

典型的なサイズ：１～3インチ(３～７ｃｍ)柵

これより膜いこともある

主な課題：ｈＷＭのシンブリシティ（３和

正確にそして見やすく表現された地図(この章）

主なテクニック：ビジュアルデータメタファ（６章、この章）

線画のテクニック（3章、９噸、この京）
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爆破事件が関連
容疑者の住居に近いマリオンの

石切り場で盗まれたものがオクラ
ホマシティの爆破頭件で用いられ
たと警察は主張している

容疑者の農家ｅ
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優れたデザインのグラフィックスと同犠に､優れた地点表
示は複数の顎災を伝えるべきである

ＰａｒｔＳフォーム

ロケーターマップ
英語で"Locator"(位liwtを'jくすもの)と呼ばれ為｢ロ

ケーターマップ｣は、「どこで？」という問いに群える

マップだ。しかし、この伽川への解杵を、ひとつの場

lﾘrのfiを'j《すだけで済ませてはならない。ビジュア

ル逆ピラミッドＦ法を週川するなら、この解群とし

てメインポイントを示すのは当然として、ざらにス

トーリー全休をｲ穴えゐのに役}Xつ、鰯２ポイントと

デイテールをも示すべきだろう。

ＩX113.2に完畷なロケーターマップの例を示す。こ

のロケーターマップでは、iiiに「－組の笛符が縦まれ

た場脈|を'j：しているだけではない、このマップを兄

れぱ、「窃細剛:の発ﾉﾋjﾙ脈Iが､いかに｢容疑荷のl･Ｉ

宅｣に近慨しているかもわかるⅢこのグラフィックス

では、1995年にオクラホマで起こった般恐の細則に

用いられたと推定される笛答が､オクラホマと容疑

ffの''1宅を結ぶlii:級の、途中で縦まれた可能性があ

ゐことを水していのである。このようかグラフィッ

クスからは､「どこで？」という小さな質問への稗え

よりも＼はあかに大きな1ｉ実が挑み取れることにな

る｡このグラフィックスが､小さな鷲問から川発して

よI)大きな質間に向かっていく喪こそ、グラフィッ

クスの水髄を現しているのだ。

ビジュアル逆ピラミッド手法に照らして、ixl13.2

を検証してみよう。兄出しと吹き出しが伝えている

メインポイントは、「マリオンの近辺で､需櫛が総ま

れるという窃協Ｗ|:があり、紳察はこの窃沸1川1:が

オクラホマシティの巡Ⅲ;政府ビルの無破りｉｆl;に閲jllLしている''1.能性があるとげ

えている｣ということだ。リードと太'i:の参照111項が伝える第２ポイントは､窃
縦の現坊が|容疑者の・人の向宅に近接していること｣と、「群疑什の自宅から爆
破現場への締路と思われる進路(ルート77)に近接していること｣を扱っている。
また、その近辺にはi狸な尚速遊陥のインターチェンジ、ヒルズポロー、災族的
仏水でｲj･梢な行楽地として人気の問い湖などがああことが､ディテールとして控
えめに表現きれている。このマップを兄た人の'11には､観光'i′i所の端前を↓'Lつけ
て、以前ここを訪れたことに気づくかもしれない。
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１１ケーターマップにおいても、バー

チャートやフィーバーチャートとまった

く何じょうに、文字サイズ､文?Ｚの太さ、吹

き出し、リード､雄り色といったものが､怖

1Mの紺縦化に川いられゐ⑩口ケーターマツ

プの作成においてデザイナーが''11:11|iする

雄大の郷題は、ロケーターマップがマップ

にi1iめる｢スペース｣にふさわしい｢眺貯の

注１１」を11｝られ為かどうかを陥鰍すあこと

であゐ(,１１ケーターマップに1Yやすスペー

スをI|；､ｌｉ化できないjル合は、インセット

マップ(次項参照)で充分なはずだ･

、グーターマツプの作成には多くの作

堆が必喫だが､そこには災術的な礎災がi11：

される嬰推はほとんどないマップのｋは

北を氷すと決まっているし、地珊的な境界

線を変えるわけにもいかない。尚さと幅の

比率も変虹できない。インフォメーション

デザイナーに許される|}Ⅱ：・の''1111は、地叩

的なものをどこまでマップに拙き込むか

を選択できることだけだ。

ロケーターマップが示す範囲は、リＩｕ１Ｉ的

な統什にわかりやすい'１印が入る、堆小限

に絞為のが‐股的である。このため、リＩＵＷ

的な雄付がその地域について(Iﾘを知って

いるかを考える必典がある。図13.2のマッ

プなら、その地域から数マイルしか離れてノ‘h』烏つ、‐Ｌｕﾉ把唾〃･つ峰で′１"し刀､稚〃ししどちらのロケーターマップも､大きさが悶題である｡一方は認尺が大き
すぎるため､目印b題くてほjbの地点との間迦がわからない.己う一方

いない"ウィチータ・イーグル職に掲'股する
では.週くにある目印砿で示したため､肝噸の卿所の間浬が不明確腿

には適しているが、散l'iマイル離れた‘‘セ

ントルイス･ポストディスバッチ"に,脱せあには適さないだろう.

これを簡単に判断できるような場合もある。似113.3のマップは、数年前に米lIKl

のもっとも輔敬すべき洲H1のひとつに掲紋されたものとよく似ているとはいえ、

決して適切なマップとはI『えない。こ〃)グラフイックスの1;片が、フｆジー,洲

局は雌無の'''心にｲＭ､する｣ことであればﾊﾙは別だが､そうでなければ'1印がひ

とつもないロケーターマンプは労力の無駄である灰而、同じ新聞に叔った1判

13.4のようなマップは、示した範Iﾙ|が広すぎるという問題がある岡13.4が添付

２１７



された肥DIIの主旨は､「ダンの滝を肋れるならネグ

リルよりはフアルマスかモンテゴ糠に滞在する方

がよい｣というものである。しかし、このマップで

はこの４つの地点をボした理111が脱Iﾘ】されていな

い。そのI:キングストンという無IMI係なＨ印を加

えたことで、グラフィックスから拙み取れる主斤

が､本文の趣旨と逆になりかけている。本来見せる

べき範川よりも広すぎたため､すべての地点が近

接しているように見えてしまったのである。

ロケーターマップを作成する上で､残る唯→の

技術的なlHl題と商えば､地lZlを描くIlhi力があるか

どうかだけである。しかしこの問遡にしても、コン

ピュータが発達したお陰で､かつてないほど簡叩

にマップが描けるようになった。

今でも多くのグラフィックデザイナーが拠際に

用いている、コンピュータを使わない僻ながらの

方法では、図12.5の｢グラフ用紙｣のようなグリッ

ドを使っている｡同13.5で示すように、参照する地

図のl:にグリッドを描き、同様のグリッドをコン

Ｐ ａ｢t３フォーム
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厨み込んだ画倣をトレースするときは不正 図のl:にグリッドを描き、岡撤のグリッドをコン
配になりがち鮭が､グリッドを使用するこ

とで不正配さを軽減することができるピュータの画面にも描く。そしてグリッドのマス

目ごとに、参照する地図の曲線をコンピュータで

再現していくのだ。このやり方は決してハイテクとは言えないものである。しか

し、スキャナーなしで驚くほど速く描けることや、グリッドごとに忠実になぞっ

ていけば、スキャン1町像をトレースしたのとI‘jlじくらい正確に描けるという利点

は拾てがたい。

質の好いアトラスから地図をスキャンし､そのイメージをドローソフトに取り

込んで必要な線をトレースするというのは、さらに優れた方法である。

だがもっとも優れているのは、米I頂1人Ll統制･局のTIGERマップサービスのよ

うなオンラインサービスから地間データを受け取り、それをもとにロケーター

マップをつくるという方法だろう。'１，lGERを利用すれば､合衆lKI全域の地図を征

意の縮尺で作成できる。どこかのブロックを拡大したり、北米大陸全体まで範囲

を広げることも思いのままだ｡TIGERのユーザーは､比較的単純で多機能なユー

ザーインターフェイスを介して､「地塙､郵便瀞号､緋庇維度｣を折定するか､ﾊﾙ本

マップ上で肱大ボタンと縮小ボタンを操作して、怖愈のﾑﾙ所を逆ぶ｡'rlGERの地

図では､道路､高速道路､湖､河川、政治的境界､各地の時間といった多くの地理

学的データに加え､政府iii位や人口倒在標準地域ごとの｢収入レベル｣や｢平均年

|型
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帥｣といった、鋤ｉＹな人'１，洲ffデータをチJt'一卜化して提供していゐ

TIGERで利用Iﾘ能なデータのリス|､は征月期え続けている。何よ')ありがた

いのは､脂定した領域の地例を''1分のコンピュータにダウンロードし､必要に応

じて加I亀できることだ

７３．６

⑰
’
一

腿鯛 Ｎ⑪IBEqnqo：別(】Ｌ９ｒ卜1ｕＩＤｓＩｂ『ｕ曲ｒｕ『ｕ山”『 Ｆ】Ⅱ

門

２１９

Ｒ

http:〃tigercGnsusccmにある米国人口統計局のオンラインマッブサーピスT1GERは、
胤鹿啄縄集が可能な地理的データと人口肋遡的データ壮蝋供している

yHA9hl １９百Ｕ７Ｉｌ.’

堆本になる地図をTIGERからダウンロードするかスキャナーで取り込んだ綾

は、閃13,7の剛iiで11ケーターマツプを作成しよう。まず1,'柵にトレースでき為

ように拡火炎,j§してから、ペンツールや多角形ツールで_l畠拠な線を拙くここで

ｌＲ典なのは、グラフィックスマップは地剛ii州Iのすべてを州<のではなく、「ｉＫ

要な悩報｣だけを表すものだということだ必要だと思われる道路をすべて拙い

たら、それをすべて遊んで太く濃い線孤に変更してからグループ化し、さらにグ

ループ化したものを拠拠す為。複製したグループの線lIjMを、オリジナルよ'）１ポ

イント狭くし、Iﾘ}るい色に変虹してオリジナルに'１tね合わせるこうすると、迫

路ではなく伽><をｲﾙいたように兄えるのだ。こうして州いたマップの''１で尖際に

使用する部分を決めて、そこからはみＨ１した部分は白い災〃形でマスクするド

や。
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e槽漂溌:&卿⑧継子僻蹴摺⑤蕊鰯鵬繍
クレーにし､すべての道里ね.線幅3ポイントの白而にペーストｺﾏﾝドを使う
雌グループ化するに設定｡二つのグループか､外側をﾏｽｸで隠す

を整列さｕ'る
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ローソブ1､によっては、マスクというコマンドでｲ《'脚な部分を腿したり、ああい

は『fWIiにペースト」というコマンドで必要な部分だけ抜き出すことができるラ

ベル、1,,L出し、リード、吹き出しを‘必要に応じて配iifすれば光成だ．

3.7

rlr､〕 癖

2J210

⑧
地図をスキャンす

るか､米国人口絞
計局のTIGERマ
yプサービスのよ
うなオンラインｻ
ｰピｽから画像を
取り込む
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多苅形ツールか
ペンツールで主要

な要素をトレース
する

目型Tips:大きなサイズでトレースし後で細小する
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猫が溺れた教授を救出

ジャーナリズムの陶受エリック・

メイヤーは､彼の猫により氷

のように冷たい水から引唾
上げられた
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スキャンしたオリジブ

ルかダウンロードし此

イメージを偶って､完戚

に到る談でのロケー
ターマッブの作戚方法


