
Chapter13マップ

人IⅢの手とⅢの終合性から秒えれば､描いたマップに多少ｲﾐ完全なところもあ

るだろう。ありがたいことに、コンピュータを使えば､気になる線をiWい色や透

明にしたり、黒や白ではなくグレーの雄りを噌やすことで、Ｈ立たなくすると

いったことが簡単にできる。このような修正には､マップを背最に迫いやって、

1Mや121で大胆に炎現したjIt腿なjﾙ所やメインポイントを伽側するという、Ｍ'1次的

な効果もあるのだ。

実行すべきこと

●主要な埋所は大きな目立つ文字で強関表示にする。

●吹き出しを用いて､メインポイントを言葉でも表肥する。

●距離感がわかるような目印を含める｡目印が遠すぎて､近くにある皿要な

地点との距離感が不明確にならないように注葱すること。同時にグラ

フィックスの腕者対欺を考慮して､暁者にわかりやすい目印を遡ぶ。

●ビジュアル逆ピラミッド形式に岨じる｡メインポイント以外に伝えるこ

とがないようなら､ロケーターマッブではなくインセットマッブ(次項参

照)の利用を検討する。

●統計地図形式に池じる｡醗者は特定の地図記号に佃れているため､マップ

にもそれを利用すればキーが不要になる。この軍の末尾で脱明するこの

統計地図のシステムに当てはめて考えよう。

避けるべきこと

●ロケーターマッブの阪求力をディテールを伝えるために浪賀すること。

たとえば､ある池が皿要な堀所でもなく、目印にもならないようなら、

マップから削除する。

●統計地図の標迦肥号以外のアイコンの利用｡これについても､この章の末

尾で概要を脱明する。

●大きすぎるマップ｡職形のロケーターマッブなら２インチ(5ｃｍ)､梱型な

ら3インチ以内というのが､典型的なロケーターマッブである｡一般的な

原則としては､主要な埋所を強関し､一箇所以上の目印を表示するスペー

スさえあれば､マップは小さいほどよい。

●高さ対蝿の比率を変えたり、北を上部以外に置くといった操作で収実を

歪めること。
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インセットマップ

ロケーターマツプに比べると、インセツトマップは、人物の航だけを撮した‘ケ

典のようなものだ唱小さく、シンプルで､劇的なまでに．'洲111tが少ない順啄典は

その人の｢祥盗｣は伝え為が、その人物が｢何をしたか｣はまったく伝えてくれな

いインセツトマップは､「ある!川'|:がどこで起きたか｣は伝えるが､「なぜそのリド

（'|:がその場所で起こったか｣や、「その場所でほかにどんな』ｊｉ件が起きていたか」

といったことは含まれない。

IxI13‘8のようなインセツトマツプは、ほぼアイコンに近い側さをする。第２ポ

イントやデイテールは・切,｣くさず､一般的な川‘冊を仙って将だ(/)j山城をi鋤:IIさせ

ゐのだインセットマップは､,|剛|なマップがｲ<甥な』ﾙ合や､I洲什がその地域に

ついての知識がないために||印を州いてもわからないような』ﾂﾙ合に､効果を発押

するとは言っても、岡13.8が′】ﾐすようにインセットマップであっても、メインポ

イントを伝え為ことに愛わりはないメインポイントがなけれ

ｶﾝｻｽ州１謬聯照W礎’剛謬競､鯨‘i‘
マリｵﾝ郡■’二等兵といった“だ｡使う機会は多いが､使ったときに得られ

睡謎蝋鵜離職響
ブニ雑兵｣は、イ《卜分になりかねないグラフィックスを、真に情

爆破事{牛と報を伝えるグﾗﾌｲﾂｸｽ仁変身させる可能性があるのだ。
関連する盗難。W騨頚蝋脳烈震:諒洲難

，Ｋできなくなってしまうしかし、I,xll3.()のようにロケーター

遠方の出版社であれば､図13.2の頭件を伝えマップとインセットマップを組み合わせれば、ｌ:地勘の薄い読

るために､このよう芯インセツトマツプを用計にもグラフィックスのｉｉ旨を伝えることができる。このイン
セットマップによって、統粁はロケーターマツプをIIくしく即解

す為ための、縮２の視野を広げゐことができるつまり、職WlWl;の現』ﾙから遮

い硫荷にとっても、このロケーターマップは適切なものとなる

インセットマップを追加することは、ほとんどすべてのロケーターマップに関

して適切だと言えるしかし、本来インセットマッブだけで充分な地理的梢報に

対して、ロケーターマップを使いたいがためにインセットマソプを使うことのな

いよう、デザイナーは池戦すべきである鋪２ポイントとディテールがｲjﾐｲllする

ｊル合にのみ、ロケーターマップが必典なことを忘れてはいけないｕメインポイン

トだけなら、インセットマップだけで充分情報を伝えることができる。

爆破事件と
関連する盗難



Chapterl3マップ

実行すべきこと

●ロケーターマップで表現すべき有意蕊

な第２ポイントやディテールが存在し

ないときは､インセットマッブを単独

で用いる。

●読者がロケーターマッブの地域に土地

勘がないことが予測され、しかも第２

ポイントやディテールを削れない場合

に限り、インセットマッブをロケー

ターマッブと組み合わせる。

●インセットマッブに表す地図悩報は、

極力制限する。

●インセットマッブを単独で用いる芯

ら、吹き出しでメインポイントを強綱

する命

避けるべきこと

●大きすぎるインセットマッブ｡典型雌

な大きさは､幅約1インチ(２．５ｃｍ)。

それより大きくするなら、ロケーター

マップを用いるべきかもしれない“

データマッブ

似113.1Oのようにデータマップは｢どこで？」と

いうlIlIいに杵えるだけでなく、「どれくらい？」

というｌＩＩＩいにも答えるものであみデータマッ

プでは、ある飯域内の各地域がどんなカテゴ

リーに脱すのかを、段階的な拡り色によってﾉﾐ,Jミ

するものだ｡地域ごとの放仙データを‘1W城に分頬

し、分煎を承す色でその地域を唯るのである

襖雑に聞こえるだろう？実際には１１t純なことで

ある。データマップには、毎日のようにお'１に力、
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かっていゐのだから。犬虻】zfMで、ブｗリグがどれだ

け|‘{･いか、ミネソタがどれほど無くな為かを伝える

ときは､データマップを指し示しているはずだ｡大統

棚進窄の翌｢Iに斯聞を．Fに取り、どの州がビル･クリ

ントン派が多く、どの州がボブ・ドール派だったかを

兇る地側もデータマップである

データマップは､膨大な股のデータを械めて小さ

なスペースで表示するための、とても蚊〃なツール

だ,,データマップによって､侃かのﾉj法ではlﾘlrlにな

りiI卜なかった傾Ii1jを、,惟什にＩＩＬせられゐことはかな

り多い凹迦雑のマップを兄ていゐと、Iff党がどの地

域で岐火の勢ﾉJ基盤を排っているか|も容易にわか

る。〕予想気温を色で,】§す気象マップを見れば､寒冷前

線とiMI吸前線が､大陸を縦断して雌り合っている様

ｆまでわか為ものだ‘

図13.10のようなデータマップの作成が､ほかのグ

ラフィックスマップより難しいというわけではな

い,､わずかな述いがあるとすれば､州かねばならない

線が少し多いことと、データの区分について多少の

(雌が必嬰なことくらいだ。

データマッブの正大な制約のひとつは、印刷の工

概に起因するものである。10章で勘じたように､印刷

機は肌ベタとI'IベタのINjに、２段階を超える識別'1｣「

能なグレー階糾をI卿↓できないjﾙ合がある

この'１』|j限は、各州がクリントンとドールのどちら

に投鯛したのかを示すグラフィックスであれば､問

胆にならない。なぜなら、２つの避択肢にはI‘1と無の

２色で足|)為のだから。しかし、災難率や個人所得、

ああいはIxll3.！()のような人11幣庇といった、巡統す

為政値データを炎現する粉合は、まずその政値をい

くつかのカテゴリーに分類する必喫がⅡ}てくる､

放仙の分類方法には､ふたつの喋悶がかかわって

くるまず､「切りのよい数仙.lを川いるという(次統が

う()､ｌ()()の11t純な倍数であゐIxI13.10では、このｲバ統に

()に分けたもうひとつは、「カテゴリーごとの地域の

イリノイの都市は
シカゴだけではない

1990年の人口統計によれば州
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Chapterl3マップ

数が､ほぼ群しくなるように分ける｣というものだ｡全体を叫群分することを｢1J'１

分位法｣と呼ぶ。

カテゴリーの分け方しだいで､マップがデータに盃みを与えることは明白であ

る。バーチャートの高さと輔の比率と同様に、「'１$M『を側る｣ことが求められる。

残念ながら、耐iIiに虻えられるデータ分削の比半は存ｲI;しない､械端な液みを避

けたいという意織的な拭行錯誤の結果､雌沸の巡択に到述できることが多いのが

現状だ。

あなたがある教科の担任だとしよう。学生の総介成紺は、ひとりが98点､三人

が90.5点､三人が89.5点…以下同棟に続いているとする。さて、Ａ排価の線をど

こで引けばよいだろうか？９８点の学生が90.5点の_皇人よりはるかに良い成紺で

あることはIﾘ1円だが､90.5と895はほぼ同輔の好成紬である｡90点以上をＡにする

のは､不当であるように思えてくるだろう。なぜなら､90点で区切れば､一・人の学

生が飛び抜けた成穎だったという事実が無になる一方で、Ａに極めて近い成績を

残した学唯の諦価を落とすことになるからである。とは,jうものの､９０点という

のは擦叩的な切り拾てラインであり、クラスに６人もＡがいるのは好ましくない

とする。あなたならどうするか？この問いは､何'1t代にも渡って教育巷を悩ませ

てきたのである。機械的に数字で切り捨てる教師は多い。また､標準侭鎗値を計

卸して、クラスの平均からの距離によって滞価に｢IMI線｣を'j,えることで､統計学

的知識をひけらかすような教師もいるかもしれない｡災際､Ｍ１'1､がこのシステム

を川いて成繍を出している。さらに、Ａ、Ｂ，Ｃといった拝価ごとの人散が､沖し

くなるようにする教師もいるだろう。この方法は技術的には｢曲線｣を与えること

にならないが､ほとんどの学生はこの方法が評価に｢IHI線｣を与えることだと勘述

いしている。この方法は、１%で述べた｢1111分位法｣とほぼ|‘jl棟なものである。この

$'1のどれが11;解だろうか？典は､』[解は作ｲl:しないのである。』li解かどうかは、

あなたが判断するしかないのだ｡つまり、191分の行為の迩味を熟噸することが大

切なのである。

どのような区分法を選んだにせよ、グレー階,閥は段階的に付けるべきだ。もっ

とも低い数値のカテゴリーを明るい色にして、もっとも商い数仙のカテゴリーを

蹄い色にするというのが一般的である。この原則は、カラーでもモノクロでも適

用できる。~USAトウデイーなどの新聞をIHIき、カラーの天弧1期を見て、「凍るよう

な背｣から｢うだるような赤｣へと段階的な色で､虻世が炎現されていることを確

かめよう。

峨後に、器地域の塗り色が何を窓味しているかは、キーを見なくてもわかるよ

うにしよう。極限値の舗域をｌ簡所か２簡所選んで吹き出しを付けて脱明すれ

ば､ほかの色は説明しなくてもわかるだろう。実際の数恢Ⅸ分を示すディテール

は､図１３．１Oのように従来のキーに任せておいて問題ないだろう。
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実行すべきこと

●データの区分は論理的かつ倫理的に行う｡切りの良い数値で区切る､カテ

ゴリーごとに配分されるデータ数が等しくなるように努める､範囲外の

値を除外する､データの区分によって歪みが生じないように努力する､と

いった方法が考えられる。

●最も明るいもの(最小)から最も暗いもの(囲大)へ､－頁性を持った塗り

色を使う。

●吹き出しを用いてキーの全体的な方向性を示す｡さらにキーを使って塗

り色の鮮細な脱明を行うが､醗者がそれを見てから理解するようではい

けない。

●不要な悩報は厳しく制限する。

避けるべきこと

●４段隅を超えるグレー階凹の使用｡一般的に明確に区別できるトーンと

して印刷できるのは.黒ベタ､白ベタと２段階のグレーだけである。

スケマティクスマップ
地理を正しく表さないマップがあるだろうか？地理を正しく表すマップ以上

に怖報が伝わるのなら、それも好いのではないだろうか。

図13.11のようなスケマテイクスマップは、実際の位Wtや距離はほとんどlMl知

していない｡その代り、ある勝所から別の勘所へ移助するために､必要な衆換え

駅や停jII〔駅の情報を明確に表現している。実際の地理に従うと、駅というポイン

トが近すぎたり遠すぎたりして、グラフィックスとしてわかりづらくなることが

ある。これがスケマテイクスマップを川いる理111になる場合は多い。この問題

は、「地下鉄で街の中を移動するための地図｣にも、「地球からほかの惑凧に字11ｉ

探索に行くための地図｣にも、同禄に存在するだろう。

スケマテイクスマップの外観は､単純そのものである。スケマテイクスマップ

上に描く地点は、たとえ地理的に正しい位磁とはかけ離れていたとしても、読者

が｢そこにあると予測している場所｣に位股している必嬰がある。スケマティクス

マップ上で、各地点の位慨を定める秘映のひとつは、「位俄的な1M巡性｣よりも

｢時|Ⅲ的なlIU辿性｣を並視することだ。さらに、允分な空llUを確保して、「方Ｉｉｌｊの転

換｣､「停巾｣､「乗換え｣などが明確に表現できるようにすることである。例として
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都市を結ぶ高速鉄道
三路線の新しいモノレールによる交通網が合衆国北東部の大

都市間を結ぶ

バッファロ

ピッツバーグ

ゴールドライン

フィラデルフィア

チ モ ア

ルバーライン

ポスト
ー

ユーヨーク

バス､地下鉄

による連絡

ワシントン ニュ ーアーク

スケマテイクスマップは.公共交通腿間の序索駅や栗挨駅を示すときに
撞く4事われ為

ン

例13」lを兇ると、ボストンとニューヨークとニューアークは､-Zﾉﾘ形を榊成して

いるように1,凸える。しかし、ソ噂隙の地理からす為と、ニューヨークはボストンと

ニューアークの途!|Iにある。ところが腿ったことに、この僻忽では取り継ぎシス

テムの述川ｋ，Ｉボストンでニューアーク行きに恥ると、ニューヨークは通過す

る」という覗実がｲｲ１Kする．|剛13‘11のスケマテイクスマップでは、ボストンから

ニューヨークに行くには､ニューアーク行きに来っても卿1ikなことが明確にわか

る。もし地肌的に厳密なマップに帆って､「ニューアーク〃|m｣のﾘIIiに染ってし

まえば､ニューヨークで降りられないことが後でわかって、来客が愉慨すること

もあり得るのだ。

スケマティクスマップとほかのマップとの関係は、多くの欺味でイラストレー

ションとﾂﾌ:典の|M1係に似ている。つまり、｝111象的な外肌をｲっているほど、スケ

マティクスマップとして催れているということだ，スケマティクスマップが抽象

的でない場合､脱什は｢地j''1酌に正しい地図｣と提IIjjしてしまう。地理的に正確に

見える地例に､脚汰のような小さな文字で｢実際はスケマテイクスマップだ｣と説

lﾘjしたところで､令休的な印娘をうちiiliすことはできない｡地側データからスケ

マティクスマップを作成するときには、あきらかに｢スケマテイクスマップらし

く」見せ、たとえ吻所や物が｢災際ありそうなjﾙ所｣に炎ボされていても、地理的

に服確だとは誰も期排しないようにすることが必婆なのである

2２７
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実行すべきこと

●正確な計測が侭劫なときだけではなく、地理的な正確さがかえって暁者

を混乱させる原因になるときにスケマティクスマップを用いる。

●経路をわかりやすく喪現するために距醗を拡大･罰小する埋合､醗者が正

しい埋所だと鹿因できる表示位固を熟考する。

●読者が地理的に正確な地図だと誤解しないように､マップも経路も抽象

的なデザインにする。

避けるべきこと

●地理的に正砿なグラフィックスの方が役に立つのに､あえてスケマティ

クスマップを使うこと｡スケマティクスマップは｢経路を表現すること」

が｢地理的に正確な位凹関係を表現すること｣よりも皿要な､特殊な状況

でのみ価値を発抑する凪後の手段である。

統計地図の様式
あなたが鍵川している地I1xll汲を兄れば､巻弧の数貝を賀やして地悩1組り･の意味

を脱明しているはずだ。グラフィックスマップには、そんな衣'j《をするスペース

はとれない。仮にスペースがあっても、記号の意味を別枠で解脱することは、

ディテール以外でのキーの利用を否定する、ビジュアル逆ピラミッドの手法に反

してしまう。

グラフィックスマップでは、郁巾を人口別に災承するといったことは滅多にな

い。あくまでも、記叫内容とのＩＭＩ辿における重盤性を根拠に、郁I1jを選択して表

示するのである.小さな町の瀦前でも、その町が記覗内容との関連においてもっ

とも垂要なら、１０ポイントの太字で表記きれることもある。その恥寄りの大都市

を炎示する理山が､「１１件の'''心の町に近接した大郁Ilj｣という愈味でのディテー

ルに過ぎなければ、８ポイントの細い普体にすべきかもしれない。

このように、書体の遊択によってメインポイントや第２ポイントを明確にする

こととは別に、グラフィックスマップに表示するディテールのための書体選択に

役立ついくつかの佃習を細介しておこう。これに従えば､アトラスのようなキー

拠明のスペースをとらなくても、怠味の通じるマップが作成できるのである。

地端は皿常の大文字と小文'j'２の細み合わせで表わし、「地城端｣(IIil､州、大陸）

は大文字のみで表示する。「包括的な領域名｣一国を表ﾉj§する際の｢大陸名｣､州を

衣派する際の｢同名｣､郡を衣氷する際の｢州名｣－を表記するときは､その名称の
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文字''１１を通常より広くとる「包括的な領域｣の附成饗紫である各地域の名称は、

イタリック体を使うことが多い。

厳密な都市の境界線が必要な場合を除いて､「ﾒLい点｣は都市を示す｡｢都市名一

はⅡ1.能な限りその点の近くに爽示する。

「地細や｢航域fi｣には、・般的にサンセリフ系を川いるが､「i'１川|｢湖#{｣｢人

洋｣などの｢水から成る実体｣にはセリフ系のイタリック体をⅢいることが多い。
これらのタイプスタイルの例を似113.12に,(す。

地図の見方

ローカルな

地域名称

情報のキーに
なる場所

一

一｜マ8オン■

弓

道路番号の意味

州間道路

国道

州道､郡遁

街路

臼

腕箭が現実のらのを想隙できるような表示方法遊、い、ば、
グラフィックスマップにキーは不唖で砺為

題の湖 キ ー に な る 場 所

／を含む地域
カンサスナト －、(州や県など）

q
WichitaO一

一場所の指示

道路の意味

多車線

2車線

一般道

即3.12では､「道路｣､「街路｣､「,I』Ii述道路｣の１１細リガ法も脈猟していあ。杵段の会

ｉｆの''1で、人々 はよく「ハイウェイ661とか｢ルート66｣といった言葉を使う”しか

し実際には、介衆I'‘Iのハイウェイに|よ｢1.S66j(''１道66り･)のような公式の名称か

あろうリーウェイとターンパイクだけが｢スーパーハイウェイ」だと‘'＆っている

かもしれないが､州を結ぶ多くの道路がスーパーハイウェイに含まれるのだ｡そ

2樫９
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キーがなくてもアイコンに

よってマップ上の興味深い

場所や重要なポイント准識
示することができる

PａｒＩ３フォーム

の他の.l秘巡蹄のほとんどはIkI迫で､それに続くｊ§'災道賂は|州辿｣､ｌＮＩ迫｣､「'11「

道｣であゐ。

道路係,識や地図では､ハイウェイのf'i称を｢ルートナンパーと枠の棚批.|で細別

すゐ‘さらに地側では､「通行M川災のああフリーウェイ｣や｢有#:|･道蹄｣は''１Mの広い

ｸ剛11された線で炎し、他の道路には・股的な炎'J§を川いている

枠｣と｢散‘i:｣は､進路を我す線のIlIIIllにiili<のが・般的である対照的に部IIi

内の・般道路の名称は､道路の炎示の上かｲiに大文'ﾅﾆで表記する

グラフイックスマッブでは､旅行背のための施設を表す標準アイコンを川いる

』ﾙ合もある。標準アイコンの多くは、オソトー･ニューラスが提I'冊した192()ｲＩＺ代

のk,《】tyIx巡勤から生まれたアイコンにﾉﾙづいているその''１でも、比彼的般的
なものをlxll3､１３に示しておく。これらのγイコンの多くは、Ｃａ】･taなと'のlidり

ブ.Ｉン卜に念まれており、多くのコンピュータには地図記号川のう､1-ントが人っ

ていあはずだ､新たに11Fき起こすliiiに、フォントに入っていないかWii認しよう

統計地図アイコン抜粋

丹 伽慰Ａ多似
ピ鰯ク自転車道ハ裳グｷﾔﾝﾌ場スキー場釣り場

曲畜言凸Ｘ心)》＝
教会寺院モスク学校空港薦ｱﾑlil7ﾂク

ら′《灸〕〔
障害者ビジター

アクセス可能情報センター公衆電話横断歩道橋



グランスボックスは1IliWiを細織化する。チャートは．'''汁'1をシンボリックに伝え

ゐそしてマップは広施|川な現'ﾉﾐの倣州を、包折してルせてくれるまた、イラス

トレーションはＪｌＩｌ象的なものをイメージさせるのに役立つ

これら‘I棚類のグラフィックスの混交であるダイアグラムには、．Ｉ郁知すべて

の蝿§が含まれている”ダイアグラムは､複雑な空間的系統的概念をわかりや

すく伝えるための｢惟然とした柵造｣を持ち、耶解の範|川を超えないスケールで

｢雛微的７j2突的ＷＵを炎現する‐ダイアグラムにおける｢アイテム'''1の110辿性」
は､「fj:爽的なシンボル｣や｢抽象的なシンボル｣によって炎現されるどちらのシ

ンボルからも、余分なディテールが削除されることは言うまでもない

ダイアグラムは､「ﾂﾒ典にできないこと｣をグラフィックスが行うための､'１１心

的なﾉﾉ法のひとつだ(もうひとつは１６噸で総じるイラストレーションである】

｢エコシステムの全体像｣や｢版のＩｌｌｌけ方｣といった，If柄を解魂するときに'よ、７j：

典｣ではなく｢堺爽的なダイアグラム｣を用いることで､写典にありがちな余分な

ディテールを排除し、疏帝の注意をキーポイントに集''1させることが11｣･能にな

る「ｌＩｌ１象的なダイアグラム|もI1il隙に、「坐礎的なシンボルjや｢想像ｋの遮近感」

などにより、‘ＷＬでは炎jjMできない｢l1Il象的な側述iﾉl:｣や｢内州的な作11MIⅢ地lをＩＩＬ
せることができ為。

ダイアグラムにはいくつかの（')エーションが存ｲＥする、

〆、

辺
ハ
ー
ア
イ
‐
ア
ダ

Ｃ力ａ

－
，
曇

ダイアグラム
一
丁
ガ
ン

堅塁

●デビクション･ダイアグラム肌突的なシステム体系をiii純なI,xlJN:で絵1Ｗ
きした概念似1．マップ的な'腿推が強い

●スケマテイクス･ダイアグラム組織l剃のように､抽象的な側辿ﾔ|;を蚊微IKJ
に絵解きしたものチャート的な要素が強い

ツ

ク

RＬ王

（
フ
ォ
ー
ム
）
アマ

専
門
知
識
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●インストラクショナル･ダイアグラムものごとの側迎性や操作手順を説

明するために､単純で具体的な図解で示したもの。グランスボックス的な要

素が強い。

●カットアウェイ･ダイアグラムー部を切り取って断、を見せることで､他

の方法では見ることのできない｢内部的な作動柵造｣をl剣水したもの。イラ

ストレーション的な要紫が強い。

ここで、インフォメーションデザインの法lIllをひとつ紹介しておこう。

実体があれば写真に

抽欧的ならイラストに

計測できればチャートに

この法則を暗記しておこう。この法則に従えば､ある方法で行えば上手くでき

るのに、ほかの方法を遊んで時間を無駄にすることが､砿実に減るはずだ｡ただ

独念なことに、ダイアグラムはこの法則の｢灰色の部分｣に存ｲ[することが多い。
ダイアグラムが炎現するものは､現拠の物体やシステムが｢肌解できないほど抽

象的な枇造によって動作する様子｣であることも多い。また､時間的に静止させ
ることが不可能なシーケンスの一・部を示したり、命令系統や家系図のような相関

側係を絵解きするのも、ダイアグラムに適した仕PlIだ。これらのり#柄をさらに時

系列に柵って炎現するなら、そのグラフィックスは次のfitで解醜するダイアグラ

ムの進化形､「シーケンスグラフィックス｣のカテゴリーに帆するだろう。

ダイアグラムとシーケンスグラフィックスには、グラフ、マップ、グランス

ボックスの作成の折標をそのまま適用できる。愉剛は組織化し、メインポイント

をIﾘI確に伝える。↑１１報の本質から外れた製糸は、統特の1《題への側心が薄く、そ

の拠粥を入れることでビビッドネスが格段にｋがる珊合を除いて、すべて削除す

る。使えるところすべてで､空間的／機能的側辿性の､が爽的／象徴的な表現を

使うようにしよう。明るい背景に鋭く対比する太い文字と濃い色を､見苦しくな
る一歩手前の限界まで多用するのだ。

もう少し具体的に菌うと、ダイアグラムではメインポイントを蛾り色で強潤

し、吹きⅢしで111度押さえ、不要な要紫やデータに邪腿をされないように心がけ

ることが必奨である。ダイアグラムに用いるイメージは､「大胆で明白に写実的」

なものか､あるいは｢単純明快で比喰的｣なもののどちらかが適している。追加的

な愉報も必喫だが､あくまでもビジュアル的逆ピラミッドの底辺に押し込めるよ

うにする．典体的な賛料や解脱は、竹略されることが多い｡これはチャートにお

ける鋪２ポイントやディテールの扱いと同じだ(３１ｉｔ参照)。
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アーティストとしてのスキルを持たないインフォメーションデザイナーには、

ダイアグラムの作成は不可能であると思われがちだ。しかし実際には、オブジェ

クト指向のドローソフトを使えば､洗練きれたイメージを描くことは意外と容易

である。以後の数ページに,Ｋすダイアグラムは、アーティスト的スキルがほとん

ど侍無に群しい新米のインフォメーションデザイナーにも簡111.に作成できるも

のばかりだ。それらのダイアグラムの例は､本併でこれまで手順を迫って説明し

てきたツールとテクニックの応用例である｡ドローソフトでつくった作品を、

ビットマップソフトやフォトレタッチソフトに読み込んで、さらに複雑なグラ

デーション、ぼかし、遠近感､狩殊効果を使って、ざまざまなタッチにできること

も党えておこう。

ダイアグラムを一・Ｈで理解させるために

最適な利用目的：空Ⅲ的関連性や階層的な関連性の比較

主饗な柵成要素と相互作用を曲鯛すること

最悪な利用目的：写典でもできるようなあるがままの炎現

答えられる質問：どのように､何が

誰が､なぜに対する答えにもよく使われる

よくある利用法：第２のピジユアル要素

中心的ビジュアルとしてもよく仙われる

典型的なサイズ：リM４インチ(１０ｃｍ)以上

これより多少狭いこともある

主な課題：図式的なデータメタファをすること（６卓、この章）

怖報の単純化(３章）

主なテクニック：描画テクニック（８京、９歳）

悩報の茄さを示すタイポグラフィー､特に吹き出し

（３章､１０章）
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デピクション｡ダイアグラム
デピクション・ダイアグラムは、１コードマップによく似ていゐ。この：汁の地

いは、デピクション･ダイアグラムが交通システムではなく、「ﾉk態系的なシステ

ム｣や『ﾉﾉ法,職的なシステム｣をIxllWすあということだけだデピクシ罰ン･ダイア

グラムを使うと、「橘|:MをH#成する｛Iいの要索｣､「テレビドラマの食ﾘ‘風j;tを雌

影するカメラアングル(全貝がテーブルの１１りじ側に座るのはなぜだろう？）｣､「理

想的な家のフロアブラン｣､あるいは側皿.lのような｢内然環境と人為的環境の相

述｣などを似I解できる

開拓者たちは、自然の川を下水溝に変えた
欧州からの開拓者達は沼沢地を豊かな農地に変えた｡けれども､その過程で畷境を侵食

し､多くの自然種の生息地を消滅させたのである
ロ

畿蕗詔職

湘 而 の 生 圃 紬 が

農袈脹．

鶴識繍画

このパノラマ的ダイアグラムの我IIJ力の迩さは､この鳳で世述する｢カットアウエイ･ダイアグラ
ム｣､｢写実的辱櫛琴j(図14,2参照)､『シンプリシティ』(何渥描謹何を削るかの厳密怒逝沢)によ
るらのである｡これらの要崇が統合して､写真遁は不要な要素が含まれて不鋳明になりがちな相
避点に.賎者の関心を集中させることが可能になる

デピクション・ダイアグラムを成功させる秘帆は､細部にとらｵ)れずにシステ

ムの典仙を炎』けることにあぁ。似'11.1のｲi側に,パした人為''1りな水系で(よ､｜不'出

な'泌推｣である農家､ルト､世路などを竹略している。その結果､,沈什の沌砿は､この

地域の伐採､排水設備､護津｣郡､排水柵の設営といった｢人為的な水系に必ず作

化する婆素｣を素早くとらえることができる読粁は一日で｢効率的な股紫｣が｢戦

かで多槻なエコシステム｣に取って代わったことを理解するのである
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グラフィックスの上旨を－．１１で珊解させるために、図14.1ではわざと｢‘wj:史的

な描写｣を用いている。しかし､ﾔﾒ典で炎現する類の｢典に写実的な1曲i像｣は、余分

なディテールでメインポイントから雌者の注意を逸らすため使っていない。これ

により、このグラフィックスは｢データメタファ」と「メタファのシンプリシテイ」

の１１１ｲﾉjを行っていることになり、結果としてIiMnに関心のある統荷も、側心のiI9i

い説粁も引きつけることができる《､この]l#実こそ、デピクション･ダイアグラム

が持つ堀大の価値のひとつだ。

このグラフィックスでは、白抜き文字の強潤パネルを使ってメインポイントを

蚊調する・方で、節２ポイントとディテールは、メインボイントに導かれた硫折

の視線が降りてくるのを待っている。同の左側の部分の.!:↓が作る波紋によって、

右側の水の｢動きのなき｣が強調されている。曲線的な小川は、人為的に獲ﾊ11:､I（

を施された溝よりも、ゆっくり流れることだろう。この事実は、このグラフィッ

クスが表現する｢生物学的な多梯性の欠如｣に比較すれば､二義的で嬉細な論点で

ある。しかし、読将はこの柵述点を、１１〔接的な禰Ii災現によらずに、視覚的に銃み

取ることを剛待きれているのだ《,↑〃報を階１Ｍに振り分けて、もっともjlt饗なh1i鞭

を具体的に強調する一・方で､jlりの州報は挑荷が読み取ってくれるのを待つよう

にすることで、グラフィックスｋの怖棚のランク付けが明確になる。この↑１V報の

ランク付けは､主題に個人的な利11flIU係を持つ統稀にとって、よりjR要な特性と

なっている。

それと1,1時に、このグラフィックスのが爽的な描写と、枠囲みで大llIlに災示し

たメインボイントは、主題に佃人的な利秤凹係を持たない読者の関心をヅIくビ

ビッドネスを与えている。つまり、ダイアグラムは拾い読み型のインフォメー

ション･プラウザにも、愉報追求1Mのインフォメーション･シーカーにも訴求でき

る、散少ないグラフィックスのひとつなのだ。

すべてのデピクション・ダイアグラムが、図14.1のような自然の大パノラマを

展開する必要はない。たとえばファーストフードのドライブスルーにおける、

バーガーとポテトとソフトドリンクの｢正しい袋詰め｣と｢間違った袋詰め｣のよ

うな、「はるかに小さなシステム｣を図解することもできる。デピクション・ダイ

アグラムというものは、「システムの巡川方法｣を解脱するよりも、「システムⅢＩ

の枇造の相述｣を解税する方が、より大きな効果を発抑することが多い｡「システ

ムの運川方法｣を説明するなら、次の章で解説するシーケンスグラフィックスの

ひとつ、「プロセスグラフィックス｣を川いるのが・般的である。
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デピクション･ダイアグラムとプロセスグラフィックスの述いを把掘しておく

ことは皿要だ｡デピクション･ダイアグラムは、そのシステムが｢何であるか｣を

解説するが､それが｢どのように働いているのか｣は示せない．これに対してプロ

セスグラフィックスは､「過程｣を解脱するが､結果としての｢システム柵成｣は示

せない。この区別は根拠のないものだと思われるだろうか｡実は正にその通りな

のだ。しかし、この区別を明らかにしておくことで、グラフィックスの魚点が明

確になり、厳密な組織化が確立できるのである。

デピクション･ダイアグラムは、グラフィックスの中でもっともビジュアルな

ものになる傾向が強い。デピクション・ダイアグラムを見ると、とても複雑な

アーティスト的作業が必嬰だという印敷を持つかもしれない。しかし、多少練習

すれば､全焼を複数の単純な柵成饗弗に分解し、ドローソフトの力を般大限に利

川して､順序よく組み立てていくことは'１１能だ。

図14.2は図14.1の構成要素を旅している。個々 の図形はいつも気軽に描いてい

るものと大差のない､単純な多刈形と線に過ぎないのがわかるだろう。

－．組の紫を描き、続いてその大きさを砿えて水平方向に反転させ、２回複製す

る。次に三枚の葉を樹の幹に配慨し、グループ化する。こうして､完成した樹を１０

何裡製すれば､葉と幹というわずか２甑類の図形で森全体ができてしまう。

ｉＷ(がま)の樫を描くために、まず桁円をひとつ描き、それを複製して何種さ

せ、３本の茎の先に配置する。こうしてつくった-.組の諭の槌を、少しずつサイ

ズを変えながら水平方向に複製していく。湘の槌の左右の槌先をiI1'せば、トウモ

ロコシに見える。これを35回複製すれば、トウモロコシ畑の完成だ．

つまり、この図の植物のすべてが､樹の紫､樹の幹､植物の茎､植物の実という、

たった４個の元図形からできているのである．後はすべて､複製､回1砿､反娠､サ

イズ変史といった機能でつくられてしまう。

水の炎而､地面､それらのカットアウェイ・ダイアグラムも描かねばならない。

それにディテールと塗り色を加えれば、なんと１スケッチが完成した。
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図１４．１の作成方法

4.2

回１４１の各要素は､ペジェ曲線を含む多角形パスとして描かれている.コンピュー

タの力を便えば､各図形程ベジェ曲腺でつくること､グラデーション通付けること、
同じ、倣准掴製することなどは間伽である｡図１４５と１４７でlik,このダイアグラム
の狸醗に似た画倣の作成方法魯乎皿奄追って脱明してい布
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このようなスケッチで｢本物らしさ｣を波川する秘I決は、各図形の外径線を｢な

し｣にして､実物に似せたグラデーションで唯あことだ似11,1.1のすべての図形が

|x'''１.2のように線だけの状態だったら、イミ物らしく'よ兇えないだろう・般的に、

凶形ごとの蛾I)色は､それをliI1i像の''１に(雌したり似製したりするI1iIに設定して

おく方がよいc‐フリーハンド．,のように間機能なドローソフトでは､特定の鱗り

〃に対して､たとえば｢濃い葉｣といったスタイル名を付けることができる。後か

らこの色が気に入らなくなったら、「慨い刺という耽りスタイルの設定を変更す

為だけで､その雄りを適川したすべてのlxl形の色が一瞬で虹緋できるのだこの

機能が堆火限に活用されることは希だが、とても強ﾉﾉなツールであることは確か

である｡
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この本では､適切な蹴りパターンの作成〃法については、あえて沸細な脱Iﾘlを

していない。どんな影を付けるか悩んだときには､描く物に似た代朋,WIを兇つけ

ることだ｡明るい光の側にその代用IHIをi冊いてみて、遠近感を変えたり1111職させ

たりして、どの部分が明るくどの部分が11Wいかを観察する。８単と９噸でダン

ボール輔を描いたときとl‘りじ糾洲方法だ｡充分な純習を獄むと、代りＭ,を見つけ

なくても、物体の影の付き方が想像できるようになる。われわれの肌脳は、先天

的に影の微妙なニュアンスを理解するようにできているのだから。

ドローソフトで作業した後に､その作I品を~フオトショップ達のようなフオトレ

タッチソフトやペイントソフトに背き川して、さらに下を加えることができる。

ぼかしを入れたり、テクスチャーを貼るといったテクニックが､「本物らしさ｣を

期してくれるはずだ。この意味では､lﾘＩるさ、コントラスト、テクスチャといった

効栄を、グラデーションのように徐々に変化させられる"フォトショップ・.は、と

ても布川である。複数の高機能なドローソフトが､これと同等の機能を搭戦し始

めている。

実行すべきこと

●外径線を削除し､憤函に影を付けて､三次元的に見える写実的なイメージ

を使う。

●他のグラフィックスと同抑に､強鯛パネルや吹き出しでメインボイント

を強閑する。

●余分な要素は削除する。

避けるべきこと

●プロセスグラフィックスの方が適しているのにデビクション･ダイアグ

ラムを使う｡デピクション･ダイアグラムは､現実を単純化して｢システム

全体にかかわるメインポイント｣を表現するものだ｡これに対してプロ

セスグラフィックスは、「システム内の各要素がどのように働いている

か｣を脱明するために用いる。

●写真の方が適しているのに､デピクション･ダイアグラムを使う｡綴り返

しになるが､デピクション･ダイアグラムは現実を単純化して｢システム

全体にかかわるメインポイント｣を表現する｡現実を単純化する必要がな

ければ､デビクション･ダイアグラムではなく写真を使えばよい。
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スケマティクス・ダイアグラム
象徴的から写実的へ移り変わる１１嘘りの対恢に、Ixll‘１３のようなスケマテイク

ス･ダイアグラムが存在していあ･現爽IIWhLのシステムを正確に拙こうとせずに、

'''1映的なメタフアを使ってI柵成鵬荊とその+|IJI:のＩＭＩ辿ﾉ|{｣を脱明するのが､スケ

マティクス･ダイアグラムの役削であ為，もっとも・股的なスケマティクス・ダイ

アグラムには、系統間(または家系llxl)、組織似|、Ｍ賂似I、縦,;I図などがある．

英国王室ファミリーには従兄妹同士の婚姻が存在
英国王政の近代史において｢従兄妹同士の州姻｣は2件存在する｡これらの結婚の雪目か
らのみ王位継承者が生まれている｡この王位継承者の息子は共和国を建国するためにオ
リパークロムウエルによって退位させられた
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この家系図のようなスケマテイクス･ダイアグラムは､叩純なメタファを使って､関連性のディテール種表わす．
吹き出しと色分けを使った領域がメインポイントを示し.別の色の領域が第２ポイントを示している

「|ｌ１ｌｊ親とｒ･係｣、「|《|:｣&とMll社｣を|、「|｣f抗器と淵u器｣のlMl巡‘『i:といったものは、

本来､抽象的であゐことはlﾘjらかだ。これに対して'他宅のフロアプラン｣は、ス

ケマテイクス･ダイアグラムとして｢l111象的に表す｣ことも、デピクション・ダイア

グラムとして｢写実的に表す｣ことも'１１．能だ。この述いがわかれば､デピクショ

ン・ダイアグラムとスケマテイクス･ダイアグラムの効果の述いがはっきりする

たとえば､フロアプランを｢W1i的なスケマテイクス･ダイアグラムで例解｣する

か､泣体的なデピクション･ダイアグラムで絵解き｣するかの選択は､「あなたが

見せたいものが何か｣という問辿にかかわってくる。フロアプランに描かれた名

2HgW9
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部服が｢どう機能するか｣､つまり(ｌｉみ心地はどうかを税明するのがＨ的なら、ソ

ファのような家具まで含めた｢､X体的なデピクション・ダイアグラム｣が適切だ。

しかし、部屋の｢榊成饗紫どうしの関連性｣、つまり「ドアから窓の距離｣や｢ソ

ファから冷厳庫までの歩数｣を図解することが日的なら、「マップ風スケマテイク

ス･ダイアグラム｣が雌もｲi効である｡写災的表現は｢実体を全体として把握する」

のに適し、象徴的表現は｢爽体に帆する喫素11Mの関巡性を帥る｣のに適している。

スケマテイクス・ダイアグラムでは、「メインポイントを伝えること｣がさらに

敢要である。テーブルや他のグランスボックスと同様に､階肘的なオーガニゼー

ションを行ってこそ、スケマティクス･ダイアグラムが典のグラフィックスにな

り得るのだ。オーガニゼーションができなければ､「分州したエケートリストを

つなぎ合わせたもの｣に過ぎず､悩報源として蕊早く活用することは不ⅡI能であ

る。グラフィックスは放要な愉報を迅速に伝えるための､強力な道具であること

を忘れてはならない。オーガニゼーションが欠落していては、せっかくグラ

フィックスで引きつけられた疏者のIMI心にこたえることはできない。

実行すべきこと

●関連性を表現するために､単純で広範に理解されるシンボルを用いる。

●他のグラフィックスと同樋に､強隅パネルや吹き出しを用いて主要な関

連性を強凹する。

●余分な要緊はすべて削除する。

避けるべきこと

●デビクション･ダイアグラムの方が適しているにもかかわらず､スケマ

ティクス･ダイアグラムを用いること｡デピクション･ダイアグラムが｢シ

ステムの全体を表現する｣のに対し､スケマティクス･ダイアグラムは｢シ

ステム内の関連性｣を脱明するものである。

●ディテールのみを伝えるためにスケマティクス･ダイアグラムを使うこ

と｡核心となる使命を持たないスケマティクス･ダイアグラムは､エゲー

トリストと同辱の恵味しか持たない｡そのグラフィックスが何について

語っているかではなく、具体的にそのグラフィックスが伝えるべきポイ

ントを常に断曾できるようにする｡たとえば､「新しい階胴栂造を示すこ

と｣ではなく、「新しい階回では､中間管理職が廃止された｣といったメッ

セージが必要なのだ。


