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Chapterl4ダイアグラム

インストラクショナル・

ダイアグラム
デピクシ剤ン･ダイアグラムと１１１脈にインストラクショナル･ダイアグラムに

は､現ｿ&の'1i柄をＷ‘的に,Jそす、iii純化されたlIIIi像が１，トっている『しかしインス

トラクショナル･ダイアグラムは、デビクション・ダイアグラムとは連って、「あ

るＷ:象全休がどのように例<のか｣ではなく、「あるﾘ蝶に関連する'１t奨な動作」

を眺悦すゐものである、

インストラクシ.Iナル・ダイアグラムは、lxll4.‘iのように「タブをどのように合

わせあか｣とか､「金典をどうやってスロットに熊し込むか｣といった脱lﾘ1に使わ

れることが多い。耶象の写実的な1町微と共に、矢印や吹き川しなどの｢その動作

がどひ)ように起きるかを知る洞fﾄかりになるビジュアル｣がH1いられ為。

§＝_‐

新製品の蓋は
子供の事故渥防ぐ

この新しい薬瓶を開けるのは､今まで

より少し難しいかも知れないが、「こ

の方がよい」と思えるのではないだ

夕講既愚僻粥蕊蝋
ける連邦政府のガイドライン

に従い､アクメ社は「タブを合わせ芯

いと開かない｣ように容器を改良した

インストラクシヨナル･ダイアグラムは､実際の溌作奄強期した概急図であり.現実に付き物のU娯

的湿測が肌峨されている

インスl､ラクショナル･ダイアグラムは、「単・のjﾘﾉ作のみを永し、一巡の動作

全体を示すものではない｣という点で、シーケンスグラフィックスとは異なる‐

それゆえインストラクショナル・ダイアグラムは、スケマティクス・ダイアグラム

よ')も'．'ｹﾐ｣に近いのでああ。シーケンスグラプイツクスで(よ、似激の,lI1li:作川

を州?j:するという｜|的のために、Ｉ'1能な|ﾘ↓|)余分なビジュアル蝶ぅ催をIﾙ除するＭ

Ｉｈｌが強い。そのため、擾数のインストラクショナル・ダイアグラムを組み合わせ
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たシーケンスグラフィックスでも、佃々 のインストラクショナル･ダイアグラム

を柵成する｢絵｣{よ、ビジュアル的な混乱を避けるため械力Iii純化されている

インストラクショナル･ダイアグラムにとって寧実性が亜婆なことはIﾘjらかで

あI)、ﾘj:ｿ畠性をlWiめ為には､影を炎｣Mするのが・併だ｡例11.1とlｲ1.2のように、リｉ

純な似I形でも影を1,1．ければﾂj:拠的な絵に変貌するIxll1,5は､その剛【(を胆いIl’

すために'Jﾐしたものだ」ミガ形からNi純な薬服を作成している附円で瓶の服を

作成し、ふたつの梢lllで瓶の綴をつくり、災方形で瓶や蓋の深さを表現する

図１４．４の作成方法

＜一二＞

＝弓匡＝’
4.5

一
一

アイテムを移動して

位置を合わせ､回転

して適切なディテー
ルを付け加える

段階的なシェ

ーディンクを

付けて丸みを
強調する

図１４４の作成方法を見ると､三次元ドローイングにおける影の役割が理解できる､こ

の点については図１４７でより詳しく解説する

国ら 固い ‐ 目，■◆

グラデーションを使わなければ､Ｎ形を通備の色で塗り、外慌線を洲すだけで

済むしかし､ふたつのグラデーションをビックリ合わせて､|x11.1.5のようなグラ

デーションにしたいと思うなら、外従線に合わせた似l形をｲ,Wき、それを豆神分し

て、ll1lj〃に｢'１』央にlhIけたグラデーション｣を縦走しなくてはならない。ただし、

使用すゐドローソフトで、ｰ黒から、になってまた黒に戻る」といったグラデー

ションの組み合わせができれば、こんな凹形も楽につくれるだろう

iii純なデビクシ訓ン・ダイアグラムであれ(J『､Ⅲ(を宝次ﾉCに|,‘LせゐFllllをかけ

る必憐はないしかし、インストラクショナル･ダイアグラムでは、：次ﾉじにすゐ

ことで｢水物らしさ｣を出すのが望ましい多くのドローソフトでは、I'j形以外の

言次ﾉ６に広がるグラデーションでも、通常のグラデーションとi11じょうに、前iii

に段定できるようになっている。それができないドローソフI､では、iii・一の多ﾉﾘ

形やⅨ!ｌ:した多角形を作成する｣ﾙ合、まず外様線を州いておいて、それを11変に

襖数のI，xl形を組み合わせ、｜Ｉ的のグラデーションをつくり出す必災があるだろ

う⑥そうやって作成した多角形を、蝿の瓶のように|'j筒の半透Iﾘlな丸みを川すよ

うな、緋殊な塗り効MLを柳るために用いることができる。

ご－－ 邑一
一 可 『 一 一

ベジェを用い

て､長方形の

底辺を曲線に
合わせる

必要な楕円

と長方形を

描く

適切な位置に

移動する

修正した長

方形をナイ

フツールで

分割する
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石と鉱物の
マントル

2４９
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実行すべきこと

●外径線を削除し､慎重に影を付けて､三次

元的に見える写実的イメージを使う。

●他のグラフィックスと同様に､強鯛パネ

ルや吹き出しを用い､必要に応じて矢印

などの動作を示す図形を使って､主要な

動作を強調する‘.

●ほとんどすべての余分な要素は削除する

が､中心となる画倣に｢本物らしさ｣とビ

ピッドネスを与えるのに、必要充分な関

迩アイテムは残すようにする．

｢イオン｣の核は
解けた金肩
科学者は､新たに発見された木星

の衛星「イオン」の地下３０００メ

一トルに‐地球と同様に解けた

金属の核があると予測している

カットアウェイ・ダイアグラム

Ixll‘1.6のようなカットフ．ウェイ・ダイアグラムを使うことで、他のﾉﾉ法では兄

為ことのできないiﾉﾘ部棚迭を炎現するための、独称の透視ⅨIを(ilj作できるカッ

トアウェイ・ダイアグラムを成功きせゐには、「ふたつの｣ル|、を写実的に仏え｣な

がら、「・〃を部分的に切り取ることで他ﾉ!』を熊1,:させゐ」という、カット７，『ﾂェ

声

避けるべきこと

●複数の行程を伝えるためにインストラク

ショナルダイアグラムを用いる。シーケ

ンスグラフィックスなら、細部の画像が

インストラクショナル･ダイアグラムより

単純なので､復敵のメインポイントが写

実的なビジュアルに埋没せずにすむ。

●写真の方が適しているのに、インストラ

クショナル･ダイアグラムを使う。デビク

ション･ダイアグラムと同様に､インスト

ラクショナル･ダイアグラムは現実を単籾

化することでメインポイントを素早く伝

える｡現実を単純化する必要がなければ、

写真を使った方がよい。

厩

■

カツトアウエイ･ダイアグラムは写真では猫写できない内部隅酒巻児
廿でくれる
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イ・ダイアグラム独り#のテクニックが欠かせないＩ‘x114.7のように､物体の州§感

を把搬するための雌火の決めｆとなるグラデーションが､カットアウェイ・ダイ

アグラムにおいてもっとも重要なテクニックとなるのだ

図'１４．６の作成方法

今

7Ｆ 1１
三豊

円の下部を

蹴篭（’今吟
瞳作る

函● |<と>」
1個の円と､切り取り部分

を饗す3個の三角形から
始める｡ベジェを用いて三

刈形唯扇形の断片に成
形ずる

デー暮冒＝

９

内部が最も暗い

グラデーション

外周が最も賄い、

放射状の銑り

グラデーションにより､晩謂が｢ゴiiiの球体の内部にもうひとつの球体老見る｣ことが可舵にな悪

Ｉ，|分にIiﾘかって突きlllしていみものはりlあく!,,LえるMlf'1があり、遠ざかるも

のはllIfく見える倣向がある。使い占された言蕊にあるように､物は｢スポットラ

イI､に向けて前に蹄みⅡ)す｣か､「物陰に去って行く｣のである

ライティングするときにこのような常獲狼段は避けゐべさだが、カソトア

ウゴイ・ダイアグラムの作成ではこれが役にｆつ。似114.7では､「Ill央の桜｣も|術

足全体｣も、放射状のグラデーションで塗ってある。仮に本､'iの球体が〃徹して

いれば、|‘1分に一併近い部分は球体の前方の炎而であろう従って、三次).Eの円

の、Iilliliの'i'心がもっとも明るい色になり、AI,l辺に行くほど1Ｗくなるように股定

するのだ

災1mから球の''１心に向けて切I)込んでいる断ﾊ･には､「外部がIﾘlるく、内部が

11淵<ル,Lえるようなグラデーションを推定した。切り込みの:ﾉＩｌｉ、1,.,イiの３簡所を

切り込みの周辺に沿って明るく職I)、11'央の核に向かってI|ルくしていけばよい．

他のダイアグラムに比べて、カットアウェイ・ダイアグラムは､恐らくもっと

もIii純性を必渓とし、もっともI1r泌なビジュブル要紫以外のすべてを削除すろ
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必要がある。同時に伝えねばならないビジュアルが２点あるため、ディテールが

邪魔物になりやすいのである。その意味でディテールは、もっとも必饗庇の高い

ものだけを厳週するべきだ。

これほどまでに叩純性を求めながらも、カットアウェイ・ダイアグラムには１

個のメインポイント以外にも伝えるべきものがある。図】4.6で言えば､「表面から

核までの距離3‘０００メートル｣のようなディテールは、それがメインポイントを暖

昧にしない限り表示するべきだろう。

実行すべきこと

●カットアウェイ･ダイアグラムを桐成するふたつの図形が､どちらも写実

的に見えるように配慮する｡カットアウェイ･ダイアグラムの開口部の中

のアイテムだけでなく､外部や開口部を表す断片にも注意深く影を付け、

外圏環を削除して忠実な再現を目指す。

●他のグラフィックスと同根に､強関パネルや吹き出しを用い､必要に応じ

て矢印などの動作を示す図形を使って､主要な動作を強関する。

●メインポイントが暖昧にならないように､もっとも匝要な要素以外は削

除する。

避けるべきこと

●ふたつのグラフィックスを使うかわりに､カットアウェイ･ダイアグラム

を使うこと｡カットアウェイ･ダイアグラムは､外部と内部の関迎性を表

わすものだ｡どちらか一方のみが亜要な堀合は､その一方に魚点を合わせ

るようにする｡双方が独自の困要性を持っている埋合は、２個の独立した

グラフィックスを作成しよう。

●アーティストとしての力量の表現のためだけに､カットアウェイ･ダイア

グラムを使う｡たとえば野球のポールの内部を知ることが皿要なら､カッ

トアウェイ･ダイアグラムを使おう。しかし野球シーズンの始まりにあ

たって､「どんなグラフィックスでもいいが､野球に関迎するグラフィッ

クスを作成したい｣という状況で、「格好好く見える｣という理由だけで

カットアウェイ･ダイアグラムを選択するのは止めよう。
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マップ、グランスボックス、ダイアグラムの３つが､時間柚を移動して行くと

｢シーケンスグラフイックス」と||fばれるものに変化する。シーケンスグラフィン

クスは、もっとも・股的なグラフィックスのひとつであると典に､極めて多|川仙

に活用できるグラフィックス形式でもある。

シーケンスグラフィックスは、ふたつの坐水的な形式に分類される．

＝

里型

７戸雨

専
門
知
識

●タイムライングランスボックスとIIiIIjiに、テキストを細縦化して弛世為

グラフィックスである（ただし、タイムラインの吻合は、チ.Y－１､のように

「経過する時間｣を表すビジュアル上に、テキストを配慨するという述いが
ある

●プロセスグラフィックスマップやダイアグラムとil1l伽に、?剛11柚と時Ⅲ

ｌＭｌ０)肌〃の上に腿lMlすゐ相jI:作川を炎塊する.，

シーケンスグラフィックスのふたつの基本型とは言っても、タイムラインとプ

ロセスグラフィックスの外脱は大いに異な為。しかし両荷のlMIには、いくつもの

此皿の抑胆がｲＭ;し、'11でもも,』とも'､叫なIⅢ胆は｢1洲lのili純化｣である。タイ

ムラインは、「Il制Hj軸上の徹I'i服を網雛した定ｌＷｉな,氾録｣であってはならない。|,,Ｉ

様にプロセスグラフィックスは､「すべての措示を網羅した記録｣であってはなら

ないのだそれどころか､両荷共に伝えるべき1Ｗ報を、単純になりすぎる一歩派

IiiiのギリギリまでIil,純化し､‘IZ､甥な'|Ｗ報の典伽に稲るまで'１州(を削ることが:砿喫
なのである。

この｢iii純化｣という課迦が〃在するため、シーケンスグラフｆツクスは、もっ

とも作成が阻難なグラフィックスのひとつに誰げられるｏグラフィックスの_i且蹴
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となる悩報を徹庇的に分析して､「何を取りｲiﾘを捨てるか｣を判断し､その上で選

択した情報だけを､単－．の枠組みで表現できるように細典しなければならないの

だ。タイムラインとプロセスグラフィックスの上には、まるで｢劇中の様々な場

面｣のように､械々な｢悩報｣が展開して行く。しかし、インフォメーションデザイ

ナーにとって不巡なことに､現実にグラフィックスが取扱う主迦が､この枠組み

にきれいに収まるとは限らない。

「欧州の第二次世界大職勃発｣を主題とするタイムラインを作成するとしよう。

雌史的意義という観点から、このタイムラインには｢第･次世界大職の終了｣、

｢ドイツがiW求された破滅的な賠償金｣､「ヒットラーのような刷動考が珊椛を握

るまでに衰退したドイツ経済｣､「ヒットラーの犯した悪１１｣､そして岐後に｢戦争

191体の勃発｣を兇示する必要がある。そこで1111題になるのは､「裡数の耶件が特定

の年にまとまって発生｣し､「その年と次の大邪件発生までの間隔が長い｣ことで

ある。アメリカ人が欧州大戦と見なしている｢ノルマンディ上隙作戦｣から「ドイ

ツ降伏｣までには､わずか･年余I)の期川しかない。しかし、ノルマンデイ上陸よ

')３年以上前に、米凶は参戦している。きらにその２年以上前には､大晩の1-1火

となる初期のり１件のほとんどが起こっているのだ｡これらの｢初期の耶件｣が起き

るさらに６年前、ヒットラーは椛力を鍬握したのである。

このように､長い時間の中の散ヵ所にまとまって事象が存在している珊合、タ

イムラインにどう反映させるべきだろうか｡リド件を時Ⅲ軸上に均等に配仙し、年

次の我示をこれに合わせるという手法を取ってはならない。この手法を採川する

と、個々 の４１件の時間的Ⅲ隅が語むという「グラフィックスの嘘｣が生じ､倫理的

に問題である。力､といって均等な時間軸に邪件を配置し、その結果生じる空白の

釧域を、簸意味な珊件で塊めるというのも朝ましくないだろう。そんなことをす

ると、本Ｊ１に爪喫なポイントが唆味になってしまう。

残念ながら、この問題には簡単な解決方法は存在しない。また、このiNl肌はイ

ンフォメーションデザインだけに起こるものではないのだ。たとえば､家の改装

方法を教える．ThisOldHouse~(この古い家)のようなテレビ帯組が､格好の例で

ある。この榊組では､峨初に｢棚の寸法を測り｣､次に｢カウンターの表而の汚れを

取り｣､品後に｢新しい仕上げ材を縦る｣。フランネルのシャツを折た男が､その作

業ポイントをダラダラと説明していく。それから突然｢巡具・式｣を持ちIⅡし、一

瞬フェードアウトしたかと想うと、「仕上がった棚の上面｣を男が指差しているの

である。これではまるで友人に、「ガレージから出る方法｣と｢蒜いたらどこに駐

巾すればよいか｣を究極のディテールまで脱lﾘＩしておきながら、「目的地までの行

き方｣については・画も教えないようなものだ。
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問題は視野の持ち方である。これはグラフィックス全般に言えることだが、

シーケンスグラフィックスも｢ストーリー｣(事の顛末)を伝える必要がある。しか

し、ストーリーのすべてではなく、一・部だけを強調して伝えるべきなのだ。もち

ろん、もっとも敢要な｢一部分｣を伝えて欲しいのだが､この｢一部分｣についてさ

え、そのすべてを伝えようとしてはならない｡それがテレビに篭蝋する大工のⅢ

違いなのである。素人でも、汚れの掃除方法くらい知っているし、知らなくても

想像できる。大工に教えて欲しいのは､彼が手にしている｢凄い道具｣の使い方で

あり、ざらに首えば｢その凄い道典さえ使わずに目的を果たす方法｣なのである。

大工は｢知繊の森｣を説明しようとしたために､一椿大切な｢数本の樹々｣を見せら

れなかったのである。

原子爆弾の製造方法を解説するシーケンスグラフィックスでは､「プルトニウ

ムの処理｣､「起爆機柵の作製｣、「爆発の物理学的解鋭｣のすべてを図解すること

はできないだろう。しかし､選択した領域だけを図解する中で､他の釧域の存在

に読者の注意を促すぐらいはできる。プロセスグラフィックスの作成の堀初の課

題は、「どの領域をメインに扱うか｣を決定することである。

シーケンスを一月で理解させるために

最適な利用目的：行程や因果関係の説明手爪

リド蛾を時Hlj軸上に明確に配、／展側すること

最悪な利用目的：因果関係が画要でない主題

量的な比較

答えられる質問：いつ､なぜ､どのように

よくある利用法：第２のビジュアル要素

中心的なビジュアル要素として用いられることもある

典型的なサイズ：４～６３/8インチ(１０～16ｃｍ)帆

これより多少狭いこともある

主な腺題：情報の単純化(３章）

図式的なデータメタファの作成(６章）

皿要度に応じたタイポグラフィー、特に吹き出しの活

用(３章､１０章）

描画テクニックが要求されることも多い(８章、９京）
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タイムライン

タイムラインとは、1,xIl5」のように、「雅史を'γ:ぶこと｣にほかならない。iii.に

｢問題の1fitにあるディテールを黒ボする｣ことに終始するものではないのだ。タ

イムラインは、硫背が'''1胆を皿解する手助けとな')、さらにＪＭｌ;の,ji:態の進腿を

理解するために必嬰な坐礎１雌を伝えるもめである

ジン庇匡ン弓ア､天1．

歴史的に
敵対してきた

ツチ峡郁到采し､フツ
膿を農奴とする封魁
壬伺遊損く

ベルギー人が

ドイツ人と入
机苗ｂる

フツ族の反乱が｢フ

ツ賎によるルワンダ
の;錘d老招来

師

フツ塵がツチ族

の王国の転遍を
回る

ＺＯＯＴＤｑ９０Ｑヨ可、ｎＦ死nnzEDりユ70ロ 2ｍ｡ｆ口和ユｇ犯ユ96⑪エ既hO2KUCU

ﾌｼ族が到来し、

土篇のツワ族な
剖庄

ドイツ人が植民地

支配を醒立し､す
べてを従属させる

フツ族の反

乱が鯛圧さ
、る

ツチ旗により

ブﾙﾝジが独
立を澄棉

－

１W発した穀闘により
数十万人が死亡

このルワンダとブルンジの持暁的な抗vlに閲するタイムラインは.約500年１mの主璽な
職盟繋団の間の抗軌史の解脱を賊みている

Ⅸ115.1が,jﾐすように、フツルミもツチ族も、ルワンダ一ブルンジ地域に背からい

たわけではないしかし、フツ族の方がこの地域に」とく住んでいることはﾂ『実で

あるほぼ‘l()0年に渡1)、多政派のフツ族は、少放派のツチ族の;ド和的支配Fに

あった〈ところが､このWIIな時期の後で､６０年から7()年もの'１１１，llllj汁は共にｌ１Ｉｉ民

地文|兇を‘災けゐことになる。フツ族は雌終的に196()ｲド代に仙民地文１１蝦を倒すの

だが､ツチ族はこの闘争に参加しなかったにもかかわらず、この/ｌｌｌＥ命を彼らの過

去のｲｬiﾐlKlを復活させる好機と兄なしたのでああ門らの手で''1111を勝ち取った

フツ族は、これに激しく抵抗したここまでの,iMjﾘ}は､少しIIL純化し過ぎている

かもしれないが､このタイムラインによって｢フツ族とツチ族がM1っている剛'1」

が､はっきり11Lえてきたのではないだろうか。このタイムラインに、「ル１７ンダも

ブルンジも、人l｣の85W,がフツ族である｣という４(実を'Jくすパイチャートを添え

れば､そのグラフィックスは｢アフリカにおける1.I々 の殺裁｣に側するニュース慨

道が韓えてくれないＩＨＩ胆の珊解に、少なからぬ戊献を果たすと思われる

問題をⅢ縦し､基礎的な参妙!Ⅱ災を,すとはI『っても、タイムラインが常に過

去ばかり振り返るものとは限らない。例15.2として、ここにIlj1褐するスモールビ

ルセービング＆ローンのタイムラインのように､「過去と未来の両方｣を参照でき

るタイムラインも〃在するのだタイムラインの中には、スボーツチームの今後

の,吹介予定や、|剛15.3のような行'j酢定のように、定川的な〕診定を知らせる｢スケ

ジュールグラフィックス｜と呼ばれる変ｲiiiも含まれている。
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スモールビルセービング＆ローンの再建計画は予定よりも前進

q円１５Ｅ

人員削減

Ｓ１００００００

１W!『

６月１５日

鰹冒Iｂ
寵瀞

↓

２月１２日

役員念観H１

隻し.FDIC
への対応ぞ

随扇

i『』↑
１月1日２月2

1℃ＩＣｂＩ－年以ルー

内の鼠亨齢が卜にＩ
見込めない塘命人圃

は経営撤蝉
蝿すると渦幽

２月2日日

ルーリーが.クン

トに蝿り唾h常Ｐ
人に品X圧

Ｂ月１日

厚需評

副三nｍｇ

士地を囲釦

S５０ｌＯ０Ｏ

ＩＩ
Ｌ.

↑!？
叩豊

削脚nF予定より

道く迩捗しとい

ると兜１Ｍ

１２円１日

｜ゴーqjl′
鯵沌
亜gＯＤＯＯ

１１月１日

靖腿の人日1W減

討蔵

S50pOO

このタイムラインは､遇宏と未来の両方を示している｡宋渠の項目は､週去の項呂とは明確に区刷
できるように工夫されている

４

ＳＭＴ１Ａ ＩＴＦＳ

｜|－

伺罵

貸出し委員会は毎月

｢第２火曜と水曜｣と

｢第４木曜と金曜｣に
会合を開く

このスケジュールグラフィックスは.タイムラインの－槻であり､月日と時間を図で示している

25-Ｉ
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図15.1,15.2,15.3の３つは外観上典なるが､すべての根底に､時川を表す－１‘i性

を持ったビジユアルメタファが使われている。図１５６１では､500,700,90Oのように

均等に｢世紀｣が経過し､「世紀｣ごとに太字でラベルが付いている。さらに、目盛

りを省略する切断マーク(二重線)も含まれている。目盛りの切断マークの意味

は、フィーバーチャートやバーチヤートと何様に､「目盛りの変更｣を表わしてい

る。これ以降の1920,1940,1960,1980,2000というIEI盛りは､200年川隔ではなく

20年1111隔になっている。この変化を示すために｢切断マーク｣が用いられ､文字も

太字からイタリックに変更されている。この両方の手段を併用することで、グラ

フィックスの一衡性が保たれると共に､短い期間に多すぎる項目を表示するとい

うⅢI題を回避できた。図15.2も同柿に未来の部分の111:体を変史し、タイムライン

をぼかすことで､過去と未来を区別している。

例15.3は､古典的な意味におけるタイムラインとは呼べないものだが､会合の

開始時間と終了時川を示す時計の文字錠と、会合が予定されている月日を示すカ

レンダーという、時川にＩＭＩする２棚頬の強力なメタファを使っている。

細典という見地からすれば､「何を採用し､何を除外するかという決断｣を必要

とする点で、タイムラインはグランスボックスに似ている。アートの見地からす

れば､「時の経過という量を示す視覚的な比喰と一貫性のある目盛り｣を用いる点

で、タイムラインはグラフに似ている。

タイムラインは水平に鵬開していくのが一般的だが､上下方向に柵築すること

もできる｡縦災のタイムラインが少ないのは、タイムライン上の適切な点に各テ

キストを揃えることが困難になるからだ｡水平に展側していれば､図15.1の「ドイ

ツ人が植民地支配を...｣と｢フツ族が-.転騒を図る｣の項目のように､データ項目を

本来のタイムライン上の位砥からずらすことが可能である。

このようなタイムライン上のずれは､槙力目立たないように処理することが、

タイムラインをプロフェッシヨナルな外観に仕上げる秘映である。図15.1と１５．２

では､尻尾の太い吹き出しを使っていないことに注目してみよう。「単純な線と

点｣でなく、「竜巻型の吹き出し｣を使ったとしたら、このふたつの吹き出しは映

画｢ツイスター｣のワンシーンのように見えていたかも知れない。

前述の秘映は､外剛面だけでなく怖報面でも役に立つ｡冊報を伝えるのに効果

的なタイムラインをつくる秘訣は､すべての項目が同じⅢ要度であるかのように

扱ってはならないということだ｡図151と15.2には､「通怖の書体で示した項目」と

｢より鮮明な背景を持つ項目｣があることに注目しよう。この手法と太字強潤の組
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み合わせによって､脱者が悩報を組織化された手法で処理するために必嬰な、ビ

ジュアル的｢手掛かり｣になるのである。これによって､統者はまずタイムライン

上の敢要な転換ポイントを理解し､その上でこれらのポイントの11f殿へと読み進

むことになるのだ。このようにタイムラインはシンプリシテイとピピツドネスを

維持しながら、オーガニゼーシヨンまで実現しているのである。

写真やアイコンをタイムラインに付加することは、ピビッドネスを地加させる

手法のひとつである。しかし、タイムラインが極端に大きい場合を除いて､「切手

大｣を超える写真やアイコンを挿入することは困難だ｡写真を利川するときの目

安は、人物写真の場合｢顔が１セント硬貸か１０セント硬衡より小さくてはいけな

い｣ということである。岡像が裡雑になるほど､大きなサイズが必叫になる。写真

やアイコンを含むタイムラインが､膨大なサイズに膨れ上がることは明らかだ。

図15.1と15.2のどちらも、事件の日時の表現が控えられていることに注目しよ

う。「1893年から1903年のIlIj｣という時1NIよりも、「ドイツ人による植民地支配の

確立｣という馴件がⅢ腿なのだ｡「ドイツ人｣は太字で炎肥され､拠体的な年次は

ビジュアル逆ピラミッドの下方に隠れるように､読替の類推に委ねられている。

われわれは｢時は過ぎ行くもの｣であることを知っている。グラフィックスが強調

しなければならないのは､「何が起きたか｣であって｢－．年毎の記録｣ではない。

冒笥ﾃすべきこと

●時間の計測単位が均等に刻まれる一画性のある目盛りを用いる。

●目盛りが切断される蝿合(つまり計測単位が切り替わる度に)や､過去か

ら未来に移行する際には､そのことを読者に明確に知らせるような視覚

的な手掛かりを用息する。

●派手な色使い､大きく大胆な密体､太字強関などを駆使して､主要な事件

を強溺表示にする。

●すべての余分な要素を削除し､ストーリーのもっとも面要な部分に無点

を合わせる。

●衷示する充分なスペースがある堀合にのみ､写寓やアイコン的な画像を

使う。
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避けるべきこと

●データとタイムラインを､目立ちすぎる線で結ぶこと｡尻尾のある吹き出

しではなく｢単なる線｣で示せば充分だ。

●日付ばかりを強畑すること｡タイムラインは醜者に｢碩件の概要｣を伝え

るものである｡テキストとビジュアルで強凹すべき璽要なことは､あくま

でも｢何が起きたか｣である。｢いつ｣というのはタイムライン全体から判

断できれば充分だ。

プロセスグラフイックス
行程を醜明するためだけに､「特別な約束事｣を持つ｢特定の形式｣のグラフィッ

クスが本当に必要なのだろうか？

私は・週Ⅲ前､新しくできたディスカウントストアに行き、その店のハウスプ

ランドの､安い使い拾て腿剃りを一箱附人した｡拭しに使ってみて､すぐに｢だま

された｣という結読に途した。どうやっても、ちゃんと腿を剃れないのである。五

個の剃刀をすべて使ってみて、どれも侍同じくらい切れ味が悪いとわかったの

で､一桁全部桧てることに決めた。

ところが輪を化粧,Y,入れから出して､バスルームのごみ桁に捕てようとした瞬

間、何かが１１に止まった。箱の裏側に小さなグラフィックスがあり、そこには｢腿

剃りの絵｣と｢前後方向を示す矢印｣があったのだ｡そのグラフィックスを先程見

たときには､肌の曲線に合わせて礎剃りが首を振るという機榊を脱lﾘlするインス

トラクションズ･ダイアグラムのように兄え､「無意味な宣伝｣だと思って無視し

ていたのである。しかし、拾てる段断になって、このグラフィックスの中の小さ

な文字を抗んでみる気になった。篤いたことに、このグラフィックスのデザイ

ナーは、筒振り機構の説明を意図していたのではなく、「髭剃りの安全カバーを

外すプロセスグラフィックス｣をつくりたかったらしい。カバーを後方に滑らす

と、刃が現われる。カバーをliiI方に押せば､刃は1Vびカバーされ､映って慌我をせ

ずに済むというのだ｡つまり、すべての腿剃りが途方もない｢なまくら｣だったの

は､安全カバーに磯われていたためだったのである。

というわけで､確かに私は世界一頭脳明噺な人物でもないし､安物買いの度を

少し超えてしまったのだろうとは思う。しかし、あなたのつくったグラフィック

スを兇る人が､私と１１りじ|Ⅲ述いをするIIJ能性はあるだろう。もしデザイナーが腿
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剃りの収納''｢能な'溌全カバーについての111iIiMを、州!IiI)ヘッドの1州'1'冊tlﾘlのよう

に児える画像ひとつではなく、「カバーが掛っている状態｣と「〃が露出していみ

状態｣の２点のスケッチからなるプロセスグラフィックスで,j§してくれたら、風

だってもっと11Kく紙づいたに述いない。さもなければ､デザイナーがテキストを

.1ポイントという似小文'j':で,侭きずに、吹き川しや1,,Llllしなと‘の辿切な1覧股を

|'ル〉てくれるだけでも、ちゃんとメッセージを受け取れたかもしれない術・'､ｆ

の｢なまくら｣な髭剃りを買わせた店主への､呪いを口走る邪もなかったのだ

Ⅱ的ごとに股適なグラフィックスがあるのではないだろうか？ある行税を段

階を辿って鮒ﾘけるという’'約には、似115‘‘lのようなプロセスグラフィックスが

雌適である。砿し<使えば､「髭剃l)のカバーの外しﾉﾉ｣から、ノーベル街に"(す

あような｢堆新の微ﾉk物学の進歩の碓柑｣まで、あらゆる行ｉＩＩｌをプロセスグラ

フィックスで説明でき為。

免疫システムに必須のT細胞

通常の抗体が対処でＴ細胞内の分子が病通常の抗体が｢排除
皆ない病原体がT細原体を破壊し､その残された病原体の残淳」
胞に侵入津を排除を攻撃

▼ ＝

このプロセスグラフィックスは､墓本的にはデビクション･ダイアグラムに
｢串件の推移を示す矢印｣荘加えたものである

＝

側15.4のような｢デピクション･ダイアグラム｣服｢プロセスグラフィックス｣で

は、ダイアグラムの上に行栂の推協を11rねて炎'ｋする。矢印が統什をひとつの段

階から次の段階へと、''1然な総賂に沿って禅いていくのが・股的である。プ【I･ヒ

スをlﾘI暗にするために、ラベル、強iリリハネル､吹き出しを必災に嘘じて用いる。

圏制５
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プロセスグラフィックスは、デビクション･ダイアグラム以外のグラフィック

スからも、作成されることがある。インストラクションズ･ダイアグラムを組み

合わせてプロセスグラフィックスができることは、あえて示すまでもない。この

ｲの'1』だけでも、このようなグラフィックスを数1.個使っている。図15.5のよう

に側形を拙く~剛Iiを魂IﾘＩするグラフィックスは､すべて｢インストラクショナル・

プロセスグラフイックスｌと呼ぶことができる。

多阿形ツールを便い｢40度
の三丸形｣を作賎する｡べ
ジｪﾊﾝドﾙを引き出して､｢弓
形｣にする

■■■

長方形ツー

ルで小さな
長方形を描
く

回稼させて、

ストローの

位腫止で
移動

円の中に収
:蝿ようにサ
イズを誕更

弓形を棚製

する。復製
の方を45度
回転

二つの弓形

を複爵し、

垂直方向に
反転

llIlL_l

図形が愈なｽﾄﾛｰとグ他の図形も
る位置にボラスを迩結連結し、過
ｲﾝI､を作り、き通るよう
ナィフッーにする
ルで切翰

4つの弓形

を複罰し、
水 平 方 向
に反転

円と破片を週
給し､衷面が
透けるように
する

ユ

図12.11を思い出してみよう｡本雷のこの図や他の頭似する図は､すべてインストラクショナル･プロセ
スグラフィックスと呼べる

プロセスグラフィックスには、図la6のようにマップを蛙本にするものもあ

る。また似115‘7は２歳で作成したスモールビルセービング＆ローンのグラフィッ

クスの再掲だが、こちらはグランスボックスに鵬づくものであゐ。

いずれの例でも、「矢印などのビジュアル的な手掛かり｣によって､読者をある

ポイントから次のポイントへ導いていることに湖Ｉしよう。プロセスグラフィッ

クスは、グランスボックス、マップ、ダイアグラムのすべてをｲﾙ成典素として含

んでいるｋに、プロセスグラフィックスならではの｢辿統性の炎現｣が含まれてい

るのだ。

「連続性の炎現｣は､数‘i:のようなテキストに頼らずに、「欠印などのビジュア

ル的な手掛かり」を用いた場合に、もっとも強力になるという傾向がある。ある

ポイントから次のポイントへの移行順序に、・切の峻昧さがi作されないようなグ

ラフィックスでは、「Ni:り・を付ける」ことが必要になるかもしれない。ただし、グ

ラフィックスがこの状況に陥る場合は､そのグラフィックスの柵成に弱点がない

か､疑ってみる必奨がある。たとえば､図15.4のグラフィックスは､「円に添った流
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アイオワイオワ
シカゴ○

予定の航路

イリノイ

乗員が､雷に乗員が､雷に乗員が､雷に アラバマ

直撃されたと直撃されたと直撃されたと

セントルイスセントルイス

嵐により離陸が遅延嵐により
一二合一

離陸が遅延

Ｉ ’

｢地理｣と『運暁性｣が共に重要芯とき､マップはストーリー
を伝えるために､プロセスグラフィックスに恋聾可･稀

れ｣で作成することも'１J能だし、そのﾉjが｢/fか

らｲiへ進行させる」よりも技術的に服碓なはず

だ｡だが､「円状｣のデザインにすれば､「移行の順

序の暖味さ｣を避けるため、各ポイントに肝り．を

付ける必喪がﾉｋじ、その結卿欠印｣が仙えなく

なる主題に個人的な利桝:側係があれば､矢印の

ような例示は不要かもしれないが、他の,従者に

は欠印が必要なのである。たとえば､矢印と数字

ではなく、矢印のみで単純性を維持できれば､利

WIMI係の深い碓什にとってもｲ1.碓なはずだ。

プロセスグラフィックスは、本賀的にフロー

チャート(工税を示す流れ即である。ili:炎､デピ

クション・ダイアグラムがシーケンスグラ

フィックスに礎化したものは、フローチャート

になる。「八からＢ、ＢからＣが螺かれるＣが典

ならばＸｏＣが典でなければＹ」といったフロー

チャートも把り的論理学も、それぞれ独倣した

科挙である。プロセスグラフィックスは､複雑な

肥妙学に代わって、関述性を災すアイコン(矢

印)を川いてこれらの利･学をｉｉｉ純化してくれる。

｢故に｣を愈味する‘'jiでできた｢三角｣や、#I々 の

プロセスを示す様冷な｢多jII形｣などの肥妙は、

グラフィックスのブローチ･１，－１､では欠印で代

川できる｡

プロセスグラフィックスが機能を果たすため

には、元のグラフィックスの形式が要求する基

地がすべて満たされねばならない｡マップは単

純さと、靴さが腿求され為。グランスボックス

はその水貸まで1)'i服を絞り込まねばならない。

ダイアグラムは余剖･な｢混雑｣を背いて全体像を

炎す必要がああ(似115.7参照)。

このように、元のグラフィックスの嬰件を満ズこのように、元のグラフィックスの喪fl:を満たしたｋで、さらにプロセスグラ

フィックスは｢プロセスグラフィックスならではの要件｣も満たさねばならない。

もっとも１１１腿なことは、ビジュアル逆ピラミッドにⅢi;じた｢IﾘliitでＩｌＩｌ:感的な辿紬

ﾔ|§の確立｣である(例15.7参!!(()。

層m6W1

！
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たとえば似115.6において、1.1抜き文'i:を使った吹き出しで明,Ｊｔされた「卜，ﾝモ

ロコシ畑に唯落｣というメインポイントをLIにするさらに、「風で離陸が進れ、

飛貝は落術を1戦していゐjという鮒２ポイントを読み取る。地理的な'|制|Iの災

水がディテールを示しているのだが､その中には注懲深い統什だけが弧づく、

｢,１．述されていないサブテキスト｣がｲ雛するそのサブテキストとは､「淵I;を

‘兇けた後に飛行機は、Ｗ卸)航蹄から外れた｣というＷﾐでああ。このディテー

ルによって、このプロセスグラフィックスは｢単なあソ#件の地JlM的位樋の戎,j《｣か

ら飛躍しているつまり、「落雷が飛行機の航行装悩を損傷し､航路を逸脱させた

のかもしれない｣という、「縦落原|AlのIlj､能性｣を'11F,パしていゐのだ。このグラ

フィックスには、「その'１１:｣のII1i:接の肥述はない，１Ｗ誠は)ⅡilkIに側する公式な陳

述を行ってはいないのだしかし、「１１１i柵をプロセスグラフイックスとして

チヘ,－１,化する｣ことによ')、卿′|:のﾉﾙ(凶の可能性が見えてきたのである。

より速く､簡単な貸付けの提案

一 己
一

一

申込み’
簡略化された言式は

作成に１０分も

かからず

しかも郵便で

入牢し返送可能

二郎 承認

⑰｡砿．
市中央部からの

すべての貸付け申込みは

すべての担保種まとめて

単一の貸付けと

見なして団体承認する

先に図２．５として腿示したこのプロセスグラ
フィックスのように､グランスボックスもプロセ
スグラフィックスになり得る

一

二

日

審査

貸付け委員会の

会胴な荷つことなしに

苗銀行は24時川以内に

叩込胃を謡宣する

一名の支店壷員を配圃

支払’
貸付金は

Ⅲ災け人にではなく

ファイナンスされた

物件の罵宗者に

直接支払われ愚

プロセスグラフィックスなどのシーケンスグラフィックスは、「因果IMI係｣とい

うIVtl1tな色｣を、われわれインフ号I･メーションデザイナーのパレットに加えてく

れあ。これによ')シーケンスグラフイックスは、「いかにして｣、「なぜ｣というＭ」

いへの｢答え｣を呼他のどんなグラフィックス形式よりも適切に炎現するのだ。
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実行すべきこと

●「マップ｣、「ダイアグラム｣、「グランスボックス｣のような他のグラフィッ

クス形式の作成の原則に従いながら、これらを基礎にしてプロセスグラ

フィックスを作成する。

●左から右､上から下へと逆む矢印のような､迎鯛性を示す単純なアイコン

を用いる。

●暖昧さを避けるために必要な時以外は､各ステップに番号を付けること

を避ける｡番号が必要になるような理昧さがある咽合､全体のデザインの

変更でその暖昧さが回避できないかを検肘する。

避けるべきこと

●、要でない願を脱明するのにプロセスグラフィックスを使うこと｡プロ

セスグラフィックスは強力なツールだし､その作成には多くの時間が必

要である｡そのプロセスを解脱することが､「ストーリー全体｣を伝えるの

に役立たないなら､プロセスグラフィックスの使用は止めるべきだ。

●すべてを脱明しようとすること。プロセスグラフィックスはシンプルで

あるべきだ｡グラフィックスが描くことのできない細かい経脚は､テキス

トか脚注で伝えよう。
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