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 現在、情報を効率的に利用する手法として情報視覚化手法が重要視されて

いる。 

情報視覚化とは情報を目に見える形に変換し、その情報の意味を、視覚表

現を用いて受け取り側へと効率的に伝えるための手法である。普段よく目に

する もメジャーな情報視覚化にグラフ表現がある。グラフは情報の変化や

比較などを、様々な図形を用いて表現し、一目でわかる形で表す。グラフの

作成は手作業では難しく、専門のソフトウェアを利用する場合がほとんどで

あり、特にグラフを作成へのフリーウェアの利用が増えている。フリーウェ

ア利用が増加している理由として、各フリーウェアがそれぞれ利用できるグ

ラフの色合いや、デザインが異なっているなどの特色を持っているという点

が挙げられる。グラフを使う理由にグラフを見る側へ強い印象を与えるとい

う目的があるため、グラフ作成にフリーウェアを利用する利点は大きい。し

かし、正しく情報を伝達するためには、適切なグラフ表現を用いなければな

らない。現状、どのグラフ表現を利用するかは、グラフ作成者の経験や知識

に委ねられているため、少しのグラフ表現の違いで正確に意図が伝わらなく

なる可能性がある。 
本研究ではグラフ表現と、情報視覚化を行うフリーウェアを、ユーザーの

利用目的や利用場面によって分類し、情報視覚化フリーウェア利用ガイドを

提案する。このガイドは、ユーザーが適切なグラフ表現を知ることができ、

そのグラフ表現が可能なフリーウェアを効率的に探索できることを目指す。

また、フリーウェアは日々新しいものが生み出され、既存のソフトウェアも

日々バージョンアップされていくため、提案ガイドは新しい情報を登録し、

更新していくことを前提とする。 
提案ガイドの試作後、総務省が毎年公開している情報通信白書に記載され

ているグラフ表現と比較し、提案ガイドで分類されているグラフと、各グラ

フ表現がどれだけ網羅できているのか評価を行った。また、同ゼミの学生に

実際に提案ガイドを利用してもらい、提案ガイドへの意見を頂いた。そして、

それらの評価や意見に基づいて提案システムの改善案の考察を行った。 

1 
 



 

目次 
 

 
第１章 序論 ......................................................................................................................6 

1.1 研究の背景と目的...................................................................................................6 
1.1.1 研究の背景 ......................................................................................................6 
1.1.2 研究の目的 ......................................................................................................7 

1.2 本論文の構成 ..........................................................................................................7 
第２章 情報視覚化と情報視覚化フリーウェアの現状 ......................................................9 

2.1 情報視覚化の現状...................................................................................................9 
2.1.1 情報視覚化の範囲............................................................................................9 
2.1.2 情報視覚化の現状..........................................................................................10 

2.2 情報視覚化フリーウェアの範囲 ........................................................................... 11 
2.2.1 本研究が対象とする情報視覚化フリーウェア...............................................12 
2.2.2 情報視覚化フリーウェアの利点 ....................................................................12 
2.2.3 情報視覚化フリーウェア利用に関する現状の問題........................................15 

第３章 情報視覚化手法と情報視覚化フリーウェアの分類.............................................17 
3.1 情報視覚化手法の洗い出しと分類........................................................................17 

3.1.1 ５つの基本グラフ分類 ..................................................................................17 
3.1.2 データ列タイプと基本グラフ........................................................................20 
3.1.3 グラフの表現方法..........................................................................................22 
3.1.4 用途別分類 ....................................................................................................25 

3.2 情報視覚化フリーウェアの要件 ...........................................................................27 
第４章 情報視覚化フリーウェア利用ガイドの提案 .......................................................29 
４.1 情報視覚化フリーウェア利用ガイドの目的と概要...............................................29 
４.1.1 本ガイドの目的 .............................................................................................29 
４.1.2 本ガイド実現のためのアプローチ.................................................................30 

４.2 本ガイドの画面構成 .............................................................................................32 
４.3 本ガイドの保守管理方法 ......................................................................................41 

4.3.1 新しい情報の登録..........................................................................................41 
第５章 評価 ....................................................................................................................44 

2 
 



5.1 評価法の決定 ........................................................................................................44 
5.1.1 情報通信白書における情報視覚化手法の調査...............................................44 
5.1.2 情報視覚化フリーウェア利用ガイドへの意見...............................................49 

5.2 情報視覚化フリーウェア利用ガイドの改善点の考察 ...........................................50 
第６章 結論 ....................................................................................................................54 

6.1 結論と今後の展望.................................................................................................54 
6.1.1 結論 ...............................................................................................................54 
6.1.2 今後の展望 ....................................................................................................55 

謝辞………………………………………………………………………………………………….57 
参考文献…………………………………………………………………………………………....58
付録………………………………………………………………………………………………….58 
 

3 
 



 

図表一覧 
 

 
図一覧 

図 ２-1 情報視覚化の７つのプロセス ........................................................................9 
図 ２-2 Visifire のグラフ表示例 ...............................................................................12 
図 ２-3 オフィスソフトで制作したグラフ ...............................................................13 
図 ２-4 amchart で制作したグラフ .........................................................................14 
図 ３-1 点グラフ ......................................................................................................18 
図 ３-2 線グラフ ......................................................................................................18 
図 ３-3 棒グラフ ......................................................................................................18 
図 ３-4 円グラフ ......................................................................................................18 
図 ３-5 面グラフ ......................................................................................................18 
図 ３-6 積み重ね棒グラフの例 .................................................................................21 
図 ３-7 百分率面グラフの例.....................................................................................22 
図 ４-1 情報視覚化フリーウェア決定までの流れ ....................................................30 
図 ４-2 情報視覚化フリーウェア利用ガイド画面構成 .............................................33 
図 ４-3 情報視覚化フリーウェア利用ガイドトップ画面..........................................34 
図 ４-4 目的分類による探索画面 .............................................................................35 
図 ４-5 フリーウェア詳細画面 .................................................................................36 
図 ４-6 仕様一覧画面 ...............................................................................................37 
図 ４-7 仕様詳細画面 ...............................................................................................38 
図 ４-8 利用可能グラフ詳細画面 .............................................................................39 
図 ４-9 グラフの表現詳細画面 .................................................................................40 
図 ５-1 ノード形の変更............................................................................................47 
図 ５-2 破線表示 ......................................................................................................47 
図 ５-3 バーの模様表示............................................................................................48 
図 ５-4 スライスの模様表示.....................................................................................48 
図 ５-5 面の模様表示 ...............................................................................................48 
図 ５-6 YouTube のレート機 ....................................................................................51 
図 ５-7 価格.com のランキング機能.........................................................................52 

4 
 



 

表一覧 

表 ３-1 情報視覚化フリーウェアで利用可能なグラフ .............................................17 
表 ３-2 データ列の例 ...............................................................................................20 
表 ３-3 データ列タイプによる基本グラフ分類 ........................................................20 
表 ３-4 グラフ表現法一覧 ........................................................................................23 
表 ３-5 正確な数値を伝えるためのグラフ表現 ........................................................26 
表 ３-6 大量のデータを表示するためのグラフ表現 .................................................26 
表 ３-7 強い印象を与えるためのグラフ表現............................................................26 
表 ３-8 意図を正確に伝えるためのグラフ表現 ........................................................26 
表 ３-9 利用場面によらないグラフ表現...................................................................27 
表 ４-1 フリーウェア詳細画面記述項目...................................................................31 
表 ５-1 情報通信白書に利用されている図の内訳 ....................................................44 
表 ５-2 情報通信白書で利用されているグラフとグラフ表現...................................45 
表 ５-3 情報通信白書で利用されているグラフ表現詳細..........................................46 
表 ５-4 追加グラフ表現............................................................................................50 
表 ５-5 追加グラフ表現の用途別分類 ......................................................................51 
表 ５-6 想定テーブル ...............................................................................................53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



第１章 序論 
 

 
1.1 研究の背景と目的 
 本節では、背景となる情報視覚化の現状や問題点を簡単に述べ、本研究が

目指す目的を定義する。 
 
1.1.1 研究の背景 
近年、インターネット上の情報量の増大により情報視覚化の重要性が増し

ている。 
ここでいう情報視覚化とは、ある関連を持ったデータ群（データ列）をグ

ラフで表し、情報の受け取り手にデータの持つ意味や、グラフ作成者の意図

を効果的に伝達するためのものをいう。 
近年、国民の知る権利が声高に叫ばれ、自治体や企業の収支情報などがイ

ンターネット上で提供される、情報公開の流れが加速している。さらに、企

業ではコンプライアンスが重視され始め、さらなる透明性が要求されるよう

になった。ここで公開される収支などの情報とは、ある関連を持ったデータ

群、つまりデータ列である。情報視覚化とはこれら自治体や企業が提供して

いるデータ列をさらに分かりやすい形に変換することであり、情報視覚化の

重要性は、情報公開や高い透明性を求める流れが強くなるのに比例し高まっ

ていると言える。 
情報視覚化は膨大なデータ列を扱うため、これまでは企業や大学といった

強力なコンピュータを持つ特殊な組織で行われるに限られていた。しかし、

現在は、PC のスペックの急激な上昇により数十年前まで研究機関で用いら

れていたコンピュータの何千倍というマシンパワーを持つPCを安価に手に

入れることができる。現在は、インターネット上に存在する膨大なデータ列

を自分の PC で分析、表現しインターネットを通じて世界中の人々へ自分の

意図を伝えることができる時代となった。 
PC でデータ列をグラフ表示する場合、オフィスソフトウェアに付属した

グラフ作成アプリケーションがよく用いられている。しかし、オフィスソフ

トウェアで制作したグラフは、シンプルが故に個性を出すことが難しい。グ

ラフを制作する目的は制作者によって千差万別であるため、制作者の意図に

あったグラフ表現をとることができなければ、グラフを見る者に適切に意図
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が伝わらない可能性がある。その場合有効となるのが情報視覚化フリーウェ

アの利用である。 
ここでいう情報視覚化フリーウェアとは、プログラム内または単体で動作

し、データ列と、各種の設定項目を入力することで、目的のグラフを得るも

のである。オフィスソフトウェアと情報視覚化フリーウェアを比べた時の利

点は大きく３つ挙げられる。ひとつはより多用なグラフ表現が可能な点、次

によりグラフィカルなグラフを利用出来る点。 後に動的にグラフを制御で

きる点である。これらの利点から、グラフ作成にフリーウェアを利用するケ

ースが増えている。しかし、これらのフリーウェアは未だインターネット上

に雑然としており、希望の機能を持つフリーウェアの探索が上手くいかない

のが現状である。 
 
1.1.2 研究の目的 
本研究は、情報視覚化フリーウェアの効率的な利用のために、情報視覚化

フリーウェアの仕様や、情報視覚化フリーウェアで用いられるグラフの表現

方法について整理し、目的にあった情報視覚化フリーウェア探索の手助けと

なるガイドを試作するものである。 
本研究の目的となる、情報視覚化フリーウェア利用ガイドは前述の背景の

問題解決のために２つのガイドアプローチを有する。２つのガイドアプロー

チとは、すなわち、 
 

 グラフの利用目的や利用場面から適切なグラフ表現を示し、そのグラ

フ表現が可能なフリーウェアの探索を可能とする 
 フリーウェアを利用したい環境を、フリーウェアの仕様一覧に対応さ

せ、利用環境にあったフリーウェアの探索を可能にする 
 

この２つのガイドアプローチにより、グラフを通して、意思を正しく伝える

ための表現の統一と、インターネット上に雑然と存在している優れた情報視

覚化フリーウェアの有効利用を目指す。 
 

1.2 本論文の構成 
 本論文は、全６章から構成される。 
第１章では、本研究の背景と本論文の構成を述べた。 
第２章では、本研究における情報視覚化と情報視覚化フリーウェアの範囲を

定義し、具体的な情報視覚化と情報視覚化フリーウェアの現状を述べること

で、情報視覚化フリーウェア利用ガイドの必要性を述べる。 
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第３章では、情報視覚化手法を、グラフや利用目的の観点から分類し、体系

付ける。また、情報視覚化フリーウェアの利用環境による分類を述べる。 
第４章では、第３章の分類を踏まえた、情報視覚化フリーウェア利用ガイド

の仕様と実現方式を提案する。 
第５章では、試作したガイドの評価を行い、改善点を考察する 
第６章では、結論と今後の展望を述べる 
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第２章 情報視覚化と情報視覚化フリー

ウェアの現状 
 

 
2.1 情報視覚化の現状 
 本節では、本研究が対象とする情報視覚化の範囲について定義すると共に、

近年重視され初めている情報視覚化の現状と問題点について述べる。 
 
2.1.1 情報視覚化の範囲 
情報視覚化（Information Visualization）とは情報の表示方法を工夫し、

コンピュータの画面上に大量、複雑な情報を効率的に表現する手法であり１、

1980 年代後半Stuart Cardらによって提唱された２。本来情報視覚化とは、

天気予報に代表される科学シミュレーションや地理情報システム（GIS）と

いった、三次元の情報をコンピュータ上に効率良く表示するためのものであ

ったが、90 年代後半になりインターネットが普及すると、インターネット

上に存在する様々なデータといった、現実の三次元世界には存在しない情報

をも扱うようになってきた。 
Ben Fry３によると情報視覚化を達成するためには７つのプロセスが必要

だという。情報視覚化のためのプロセスとは以下の７つから成る。 

 
図 ２-1 情報視覚化の７つのプロセス 

9 
 



 これらのプロセスについての簡単な説明を以下に述べていく。 
データ収集とは、文字通りインターネット上に存在する膨大なデータから

自分の目的に合致したデータを収集することである。このプロセスで集めら

れたデータは、ファイル形式も TXT ファイルや CSV ファイル、XLS ファ

イルのように多種多様である。 
次は解析である。データ収集で集められたデータはそのままでは利用でき

ない様式の場合も多い。この解析プロセスでは、そのままでは利用できない

データを情報視覚化で扱うために有用な形式に変換する。 
次のフィルタリングプロセスは、情報視覚化の目的に合わないデータを除

去するステップである。同じデータファイルでも、情報視覚化の目的が異な

れば除去されるデータも異なる。 
マイニングのプロセスでは、データファイルの数値を情報視覚化で扱う適

切な形になるように数学的処理を行う。 
これまでの４つのプロセスはデータそのものを扱うプロセスであったが、

次の表現プロセスから、収集したデータをどのようにコンピュータの画面上

に表示するかに関することとなる。表現のプロセスでは、データのとる基本

的な表示の形を決定する。ただ単にリストとして表現されるデータもあれば、

グラフの形をとるのに適したデータな場合もある。 
基本的なデータの表示の形が決まると、精緻化のプロセスへ移る。このプ

ロセスでは、グラフィックデザインの手法を使い表現をさらに明快にする。

このプロセスにより、自らの意図を相手に効果的に伝えることができるよう

な表現を目指す。 
後のプロセスはインタラックションである。このプロセスでは、大量の

データを画面上に表示する際に、ユーザーが画面に表示するデータの制御が

行えるように、対話的な機能を追加する。 
本研究では、特にデータの意味や意図を伝えるために重要と思われる、表

現、精緻化、インタラクションのプロセスについて扱っていく。 
 

2.1.2 情報視覚化の現状 
近年の情報視覚化においては、従来の科学シミュレーションや地理情報シ

ステムの視覚化と比べ、インターネット上のデータを視覚化することの重要

性が一層高まっている。 
90 年代後半になりインターネットのインフラ化が推し進められると、イ

ンターネット上に流れる情報量が急激に増加した。それに伴いデータの視覚

化の必要性が高まってきたが、さらに輪をかけて情報視覚化の重要性を高め

ることとなった原因として、00 年代から加速してきた、自治体や企業など
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の情報公開の流れが挙げられる。 
自治体や政府といった行政においては、国民の「開かれた行政」を求める

動きに合わせて、平成 13 年 4 月 1 日に「行政機関の保有する情報の公開に

関する法律」が、平成 14 年 10 月 1 日に「独立行政法人の保有する情報の

公開に関する法律」という情報公開に関する法律が制定された４。これらの

法律の制定を始点として、全国の自治体でも情報公開の流れが加速し、全国

市民オンブズマン連絡会議により毎年「全国情報公開度ランキング５」が公

表されるまでになっている。 
企業においては、行政の情報公開の流れに加え、CSR（企業の社会的責任）

やコンプライアンスが重要視され始めたことも情報公開を推し進めた要因

と考えられる。 
 このようにインターネット上に存在するデータの量が増加すると、次第に、

どのようにしてそのデータを有効活用するかに焦点があたってくる。情報視

覚化とは、まさにデータの効果的な表示によりデータの有効活用を目指すも

のであり、情報過多時代における も重要な要素だといえる。 
 しかし、情報視覚化手法は様々な手法があるにも関わらず、体系的に整理

されている状況とはいえない。特に数値データをグラフとして表現する手法

は日常生活でもよく目にし、情報視覚化においても扱われる頻度がとても高

い分野であるが、グラフ製作者は未だ自らの経験により、表現や精緻化手法

を決定し、インタラクションの追加を行っているのが現状である。 
 データをグラフで表す際に も重要となるのが、複雑だったデータから、

どれだけ効率的にデータの持つ意味やグラフ製作者の意図を、グラフを見る

側に伝えられるかである。各グラフやグラフの表現方法には、それぞれ役割

や得意とするデータが存在し、それを適切に利用することができなければ、

グラフを見る側へ、データの意味や製作者の意図が正しく伝達できず、伝わ

る情報に齟齬が発生してしまう可能性がある。 
 この問題を解決するためには、グラフやグラフ表現をデータの形や用途に

よる体系付けを行い、知識の標準化を図る必要がある。 
 
2.2 情報視覚化フリーウェアの範囲 
 本節では、情報視覚化を行うフリーウェアについて定義すると共に、既存

のオフィスソフトウェアに付属しているグラフ作成アプリケーションや、製

品版の情報視覚化ソフトウェアとの違いを明確にする。その後、情報視覚化

フリーウェア利用の現状と問題点について述べる。 
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2.2.1 本研究が対象とする情報視覚化フリーウェア 
 情報視覚化プロセスが７つあるため、情報視覚化を行うフリーウェアも、

それぞれのプロセス１つ１つを対象とするものや、複数のプロセスにまたが

って対象としているものなど様々な種類が存在する。 
 本研究は前節で述べたグラフ表現による情報伝達の齟齬の問題の解決を

目指す。すなわち対象となるフリーウェアは７つのプロセスのうち、データ

の表示に関わる、表現、精緻化、インタラクションに対応するものに限定さ

れる。どのようなフリーウェアを対象とするであるが、具体的には各フリー

ウェアに、それぞれ対応した形式のデータファイルを入力し、グラフの表現

法をパラメータの指定により決定することで、グラフをコンピュータの画面

上に表示するものと定義する。図２-２に対象とするフリーウェアの例とし

て、対象フリーウェアのひとつである Visifire(http://www.visifire.com/)の
グラフ表示を示す。 
 

 
図 ２-2 Visifire のグラフ表示例 

 
2.2.2 情報視覚化フリーウェアの利点 
 情報視覚化の現状の節で述べたように、適切な表現方法を取らなければ、

グラフを見る側に正しく意図が伝わらない可能性がある。どのようなグラフ

表現をとるのが適切かというのは、どのようなデータを扱うかで異なってく

るため一様にいう事はできない。 
グラフを作成する場合、多くがオフィスソフトウェアに内蔵されているグ

ラフ作成ウィザードを利用しているはずである。オフィスソフトを利用する

利点は、第一にグラフ作成がシンプルで簡単だという点、次に、グラフ制作

12 
 



者が も使い慣れているアプリケーションであるという点が考えられる。し

かし、オフィスソフトで作成したグラフはシンプル故、個性を出すことが難

しく、グラフ作成者の意図を表現するためには、取ることが可能な表現が十

分でない可能性がある。例えば図２-３は、通常よく使われるオフィスソフ

トを用いて制作したグラフである。そして次頁の図２-４は、情報視覚化フ

リーウェアのひとつであるamchart（http://www.amcharts.com/）を用いて

制作したグラフである。ここでは、統計局６のwebページから「日本の人口

の推移と将来人口」のデータを利用しグラフを作成した。 
一目見てわかるように、オフィスソフトで制作したグラフと、amchart

で制作したグラフでは受ける印象が大きく異なる。グラフを制作する目的は

様々であるが、共通していえることはグラフを見る側への印象付けが重要と

いうことである。どんなに有用なデータを表わしてもグラフを見る側の印象

に残らないグラフでは効果的とはいえない。その点、美麗なグラフを作成で

きるフリーウェアには強みがあるといえる。 
また図２-４で用いた amchart にはマウスが乗っているデータ項目をハイ

ライトし、その詳細なデータをバルーンテキストとしてポップアップで表示

する機能を持つ。図２-４では 2007 年の男性の人口が 62310(千人)であるこ

とがわかる。オフィスソフトで制作できるグラフの形式は画像ファイルであ

るため、出力されたグラフはそれ以上の操作をすることが出来ない。そのた

め各データ項目の正確な数値を知るためには、グラフにすべての数値を載せ

なければならないが、それではグラフの外観と視認性が損なわれてしまう。 
 

 
図 ２-3 オフィスソフトで制作したグラフ 
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図 ２-4 amchart で制作したグラフ 

 
オフィスソフトと比べた時の情報視覚化フリーウェアの利点をまとめる

と４つの点が考えられる。 
ひとつは表現方法の自由度の高さである。たとえ一つの情報視覚化フリー

ウェアで取りたい表現が取ることができなくとも、グラフを作成するフリー

ウェアはインターネット上に無数存在しているため、その中から目的のグラ

フ表現が可能な情報視覚化フリーウェアを選択することで、どのような表現

にも対応することができる。 
インターネット上でフリーウェアを選択する事の利点は、表現方法の自由

度を上げるという点だけではない。情報視覚化フリーウェアを利用すること

の利点の二つ目は、フリーウェアを選択することで様々な利用環境に対応す

ることができる点である。これは三つ目の利点とも関連してくるが、グラフ

の作成と表示をプログラム内で行いたい場合、オフィスソフトでは対応する

ことができない。情報視覚化フリーウェアを利用することで、JavaScript
や PHP、Ruby など、利用したいプログラム環境に対応することが可能であ

る。 
三つ目の利点は、動的なデータ制御や対話的なデータ制御が可能な点であ

る。グラフをプログラム内で作成し利用する目的は、刻々とデータが変化す

る株価などのデータや、膨大な量のデータを扱う際に、画像形式のグラフで

は表示することが出来ない。プログラム内でグラフを作成することで、動的

にデータを更新しグラフ表示を変更することや、膨大なデータを、グラフに

表示する項目を操作することで、見やすく画面に表示するなどのインタラク
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ション手法を取ることが可能となる。 
四つ目の利点は、前述したビジュアル面が綺麗であることと、アニメーシ

ョン表現が可能である点である。プレゼンテーションや、Web ページ内で

グラフを利用し、自らの意図を伝えたい場合は、まず見る側へ強い印象を与

えることが重要となる。オフィスソフトウェアで制作したグラフでは、シン

プル且つ見慣れているため、強い印象を残せない可能性があるが、フリーウ

ェアの中にはアニメーションを用いて視覚的に訴えることができるものが

数多く存在する。そのようなアニメーションを有効活用することで、グラフ

を見る側へ強い印象を残すことができる。 
 
2.2.3 情報視覚化フリーウェア利用に関する現状の問題 
このように情報視覚化フリーウェアには利点が多く存在するが、これらの

恩恵を得るには、グラフ作成者の目的に合わせてグラフの表現方法を適切に

決定することや、目的に合わせた情報視覚化フリーウェアの選択が重要とな

る。しかしながら、情報視覚化フリーウェアの現在の利用状況では適切な表

現方法、情報視覚化フリーウェアを選択することは簡単とはいえない。 
表現方法については、前節の情報視覚化の現状で述べた、グラフ作成者が

各々の経験や知識の範囲でしかグラフ表現を用いていないことが挙げられ

る。 
次に情報視覚化フリーウェアの選択が簡単ではない理由であるが、理由は

２つ考えられる。 
ひとつは、情報視覚化フリーウェアの使うためのパラメータの設定が複雑

であるという点である。フリーウェアは多彩な表現と引換にオフィスソフト

ウェアと比べ扱いが難しい。例えば、前節で実際にグラフを作成した

amchart という情報視覚化フリーウェアの棒グラフの設定項目は、棒の色や

太さ、文字の表示位置やフォントなどすべて合わせると 197 個ものパラメ

ータがある。ほとんどのユーザーはそのすべてのパラメータを必要としてお

らず、自分の目的の表現を達成するためのパラメータのみ利用する。しかし

目的の表現が可能かどうか知るためには、各フリーウェアに付属している膨

大なマニュアルを読んでいくしかない。 
もうひとつの理由は、情報視覚化フリーウェア自体が整理されていない点

である。現在でも、グラフを作成するフリーウェアとしての括りでのまとめ

は存在する。例えばvector（http://www.vector.co.jp/）というサイトでは「グ

ラフ作成」というカテゴリー７で情報視覚化フリーウェアがまとめられてい

るが、情報視覚化フリーウェアの範囲を限定したとはいえその数は膨大であ

る。それぞれ用途が違い、自らのグラフ利用用途にあったものを選ばなくて
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ならないのであるから、効率的に情報視覚化フリーウェアを選ぶ事のできる

低限の情報をそれぞれのフリーウェアに付加する必要がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 



第３章 情報視覚化手法と情報視覚化フ

リーウェアの分類 
 

 
3.1 情報視覚化手法の洗い出しと分類 
 この節では、情報視覚化手法の中でも、利用の仕方により情報伝達に齟齬

が発生する可能性のある、グラフの表現法に焦点をあて、表現法の洗い出し

から用途による分類を行っていく。 
 
3.1.1 ５つの基本グラフ分類 
 本研究では、およそ 50 の情報視覚化フリーウェアを調査し、その中で利

用可能頻度の高かったグラフを５つに分類する。なお今回調査したフリーウ

ェアの一覧は付録 22 頁に掲載する。さらに、それらを基本として関連する

グラフを階層的に分類していく。グラフを分類していく際の基本となる５つ

のグラフをここで基本グラフと定義する。基本グラフは点グラフ、線グラフ、

棒グラフ、円グラフ、面グラフの５つからなり、調査した情報視覚化フリー

ウェアで利用可能なグラフの 94%を占めている（表３-１） 
 

表 ３-1 情報視覚化フリーウェアで利用可能なグラフ 

 グラフ名 利用可能なフリーウェア

数 

合計 

基本グラフ 点グラフ 14 

 線グラフ 28 

 棒グラフ 35 

 円グラフ 26 

 面グラフ 16 

119 

その他 連想グラフ 2 

 ファンネルチャート 3 

 ガントチャート 2 

7 

基本グラフが占める割合 94% 
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本頁から５つの基本グラフについて詳細な用途の違いを述べながら解説して

いく。表３-１のその他のグラフの参考画像は付録 1~3 に記載する。 
 

 点グラフ 
２次元のデータをノード（点）で平面

上にプロット（描写）したグラフ。 
各ノードが独立しているため、各ノー

ドの分布を見る表現に適している。 
点グラフに関連する表現として、次節

で解説する散布図やバブルチャートが

ある。通常、横のつながりの強調なら線

グラフ、縦のつながりの強調なら棒グラ

フを用いる。 
 

図 ３-1 点グラフ 

 線グラフ 
点グラフにおけるノードを同じデ

ータ系列でつなぎ、線として表現した

グラフ。横とのつながり見ることがで

きるので、時系列など連続したデータ

項目に適している。 
また、データ項目間の変化率を傾き

として見ることができるため、データ

が変化している意味を強調すること

が可能である。データ項目が少ない場

合は、線グラフの特性上、次に説明する棒グラフを用いることがあ

る。 
 

図 ３-2 線グラフ 

 棒グラフ 
連続したデータ項目、不連続なデー

タ項目の両者に対応することができ

る。 
線グラフと比べて、縦のつながりを

強調するため量のデータやそれぞれ

の項目の比較に適している。 
次頁に述べる面グラフと比べ、デー

タ項目が独立していることを強調す図 ３-3 棒グラフ 
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ることができる。また、データを矩形の面積で表現するため、デー

タが量であることを強調することが可能である。 
 

 円グラフ 
あるひとつのデータ列内で各デー

タがどれほどの割合を占めているの

かを表す場合、円グラフを用いる。デ

ータ列とは、関連したデータのまとま

りのことをいい次節で詳しく述べる。 

。 

 

 

また、複数のデータ列を表現する場

合には、円グラフをデータ列の数だけ

並べることで対応することができる

が、並べる円グラフの数が多すぎると

グラフが見にくくなるため、普通３つ

以上のデータ列を扱う場合は、棒グラ

フの全体を１として表わし、割合を表わす表現を用いることが多い

 
 面グラフ 

面グラフとは、線グラフと同様に各

ノードを線で結び、線で結んだ下半分

を塗りつぶしたグラフである。 
線グラフと比べ、面グラフはデータ

を面積で表すため量の変化であるこ

とを強調することができる。

また同じように面積でデータを表

すことのできる棒グラフと比べ、横の

つながりがあるため、時系列などの連

続したデータ項目に適する。

図 ３-4 円グラフ 

図 ３-5 面グラフ  
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3.1.2 データ列タイプと基本グラフ 
基本グラフはデータ列のタイプによって大きく分類される。 
ここでいうデータ列とは、グラフで表現するデータのうち、関連するデー

タのまとまりを指す。 
 

表 ３-2 データ列の例 

 2009 年 10 月 2009 年 11 月 2009 年 12 月 …… 
A 社 34 37 45 …… 
B 社 18 15 13 …… 
…… …… …… …… …… 

 
表３-２においては、34、37、45 というデータが A 社という関連を持って

いるため、データ列は A 社となり、18、15、13 という数値は B 社というデ

ータ列となる。 
表３-３はデータ列のタイプにより基本グラフを分類した表である。表３-

２の各項目については次頁で説明していく 
 

表 ３-3 データ列タイプによる基本グラフ分類 

時系列データを含まない 時系列データを含む 
 

量の比較 割合の比較 量の変化 割合の変化 

分布をみ

る 

線グラフ 
円グラフ 

棒グラフ 単数列 棒グラフ 
百分率 

棒グラフ 
面グラフ 

  

百分率 
棒グラフ 積み重ね 

棒グラフ 
百分率 

面グラフ 

データ

列の数 

複数列 
積み重ね 
棒グラフ 

百分率 
棒グラフ 

積み重ね 
面グラフ 

円グラフ 

点グラフ
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 データ列の数 

 データ列が単数か複数かの分類である。例えば表３-１のデータセッ

トにはデータ列が A 社、B 社と複数含まれているため、データ列が複

数であるといえる。 
 

 時系列データを含む 
 時系列データとは、年、月、日付など時間に関連する項目である。

時系列データを含むとは、時間に関連する項目データを含むデータ列

の事を指す。 
 時系列を含むデータ列とは変化を表すデータ列である。 

 
 時系列データを含まない 

 時間に関連するデータを含まないデータ列を指す。例えば一つの軸

に数値を、もう一つに企業の部門名などの項目を持つデータで構成さ

れるデータ列は時系列を含まないデータ列となる。 
 時系列を含まないデータ列とは比較を表すデータ列である。 

 
 量 

 データ列の各データがそれぞれ独立した数値を持つ場合、そのデー

タ列は量のデータを含むといえる。 
 

 割合 
 データ列の各データが全体を１や 100 とした際の割合を表す数値

である場合、そのデータ列は割合のデータを含むといえる。 
 

 積み重ね棒グラフ、積み重ね面グラフ 
 積み重ねとは、スタック

とも呼ばれ、棒グラフ、面

グラフにおいて複数のデー

タ列を共通の項目に積み重

ねて表示する表現方法であ

る。 
 同じ項目を積み重ねるこ

とで、項目全体の変化を見

ることや、他の項目と比較す図 ３-6 積み重ね棒グラフの例 
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ることができる。 
  

 百分率棒グラフ、百分率面グラフ 
 百分率とは、割合のデータ

を棒グラフや面グラフで表

現する際にとる表現法で、積

み重ねと比べ、共通の項目に

複数のデータ列を重ねて表

示することは同じであるが、

全体を 100％として考えて

いるという違いがある。
図 ３-7 百分率面グラフの例 

 
 

 
3.1.3 グラフの表現方法 
 ここまでは基本グラフについて述べてきたが、ここから前節で紹介した積

み重ね表示や百分率表示のように、基本グラフが取りうる特殊な表現につい

て述べていく。 
 
3.1.3.1 グラフ表現法の定義と洗い出し 
 大きなグラフの括りでは基本グラフに分類されるが、特定のデータを扱う

際に、そのデータにあった特殊な形態をとるグラフがある。また、あるデー

タ項目の強調、表示するデータ項目を操作するようなグラフは、基本グラフ

分類では定義されていない。このような特殊なデータ列を扱う時や、データ

を効果的に表現する際に用いられる手法を、ここでグラフ表現と定義する。 
 本研究では、およそ50の情報視覚化フリーウェアで利用されている約200
のグラフを調査し、その中からよく用いられるグラフ表現、およそ 50 個を

洗い出し、各グラフ表現名や意味、用途を定義した。 
 
3.1.3.2 ５つの基本グラフのグラフ表現 
 表３-４は洗い出したグラフ表現を、すべてのグラフを対象にするものか、

５つの基本グラフの内のどれを対象にするのかで分類した表である。さらに

それぞれの表現法について、第２章で述べた情報視覚化の７つのプロセスの

うち本研究が対象とする表現、精緻化、インタラクションのどれに分類され

るかの情報も付け加えた。なお、それぞれのグラフ表現の参考画像は付録の

9 頁からに掲載する。 
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表 ３-4 グラフ表現法一覧 
通番 対象グラフ 表現名 プロセス 表現内容（定義） 

1 全般 集合グラフ  表現 複数のデータ列をひとつのグラフ領域に表示する 

2 全般 選択項目のハイライト表示  インタラクション グラフの任意の選択項目をハイライトする 

3 全般 選択箇所の拡大表示  インタラクション グラフの任意の選択範囲を拡大表示する 

4 全般 途中省略表示  表現 軸目盛の中間を波線などで省略する 

5 全般 複合グラフ  表現 異なるグラフをひとつのグラフ領域に表示する 

6 全般 画像グラフ  精緻化 グラフの棒や線、円を画像に置き換える 

7 全般 欠損データの非表示  精緻化 連続データの欠落項目を表示しない 

8 全般 対話的データ制御  インタラクション 対話的にデータを入力しグラフを表示する 

9 全般 合成グラフ  精緻化 異なるグラフを別々のグラフ領域に表示する 

10 全般 動的データ制御  インタラクション 動的にデータを読み取りグラフを更新する 

11 全般 ハイライト表示 精緻化 任意の項目の色を変更する 

12 全般 バルーンテキスト  インタラクション ポップアップでテキストを表示する 

13 全般 グリッド線表示  精緻化 グラフ領域にグリッド線を表示する 

14 全般 グラフ表示アニメーション  インタラクション アニメーションを用いて画面に表示する 

15 全般 グラフの表示項目操作  インタラクション グラフに表示する項目を対話的に操作する 

16 全般 グラフのスクロール  インタラクション グラフ領域に表示しきれないグラフをスクロール可能にする

17 全般 Y 軸ラベルの複数設定  精緻化 グラフ表示領域の両端に目盛を表示する 

18 全般 3D 表示  表現 グラフを３D で描写する 

19 点グラフ 散布図  表現 散布図の表現が可能 

20 点グラフ 回帰直線表示  精緻化 散布図に回帰直線を表示する 

21 点グラフ バブルチャート  表現 バブルチャートの表現が可能 

22 点グラフ ドロップラインの追加  精緻化 ノードにドロップラインを追加する 

23 線グラフ 集合線グラフ 表現 複数データ列を表示した線グラフ 

24 線グラフ 曲線表示  精緻化 線を曲線で表示する 

25 線グラフ 始点を揃えて表示  精緻化 線の始点を揃える 

26 線グラフ ベクトル表示  精緻化 線を矢印で表現する 

27 線グラフ ノード表示  精緻化 線の各項目にノードを表示する 

28 棒グラフ 集合棒グラフ  表現 複数のデータ列を表示した棒グラフ 

29 棒グラフ 積み重ね棒グラフ  表現 複数のデータ列を積み重ねた棒グラフ 

30 棒グラフ 百分率棒グラフ  表現 複数のデータ列の割合を表現した棒グラフ 

31 棒グラフ 浮き棒グラフ  表現 棒グラフに下限値を設定する 

32 棒グラフ 水平棒グラフ  表現 X 軸に対し水平に棒をならべて表示する 
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33 棒グラフ 水平対称棒グラフ  表現 ２つのデータ列を対象に配置した水平棒グラフ 

34 棒グラフ 帯グラフ  表現 単数データ列の百分率棒グラフ 

35 棒グラフ 垂直棒グラフ  表現 X 軸に対し垂直に棒をならべて表示する 

36 棒グラフ ローソク足表示  表現 ローソク足表示可能な浮き棒グラフ 

37 棒グラフ ブレットグラフ  表現 ブレットグラフの表現が可能 

38 棒グラフ ストックチャート  表現 ストックチャートの表現が可能 

39 円グラフ 選択スライスの切り出し  インタラクション 任意の選択スライスを引き出す 

40 円グラフ 補助帯グラフ  精緻化 任意のスライスをさらに分割して帯グラフとして表示する 

41 円グラフ 補助円グラフ  精緻化 任意のスライスをさらに分割して円グラフとして表示する 

42 円グラフ 円グラフ面積の変更  精緻化 複数データ列を円グラフで表示する場合、 

円グラフの大きさを変えデータ総量を表現する 

43 円グラフ 円グラフの複数データ列表示 表現 ひとつの円グラフに複数データ列を表示する 

44 円グラフ ドーナツグラフ  表現 中心が空洞になった円グラフ 

45 円グラフ スライスの切り出し  精緻化 任意のスライスを引き出す 

46 面グラフ 集合面グラフ  表現 複数データ列を表示した面グラフ 

47 面グラフ 積み重ね面グラフ  表現 複数データ列を積み重ねた面グラフ 

48 面グラフ 百分率面グラフ  表現 複数データ列の割合を表現した面グラフ 

49 面グラフ 曲線面グラフ 精緻化 曲面で表現した面グラフ 
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3.1.4 用途別分類 
 この節では前節でまとめたグラフ表現法について、より具体的にどのよう

な利用場面で用いるのが適切かを述べていく。 
 Ben Fry８によると、グラフを用いて情報視覚化を行う場面は大きく分け

て２つに分類されるという。２つとはそれぞれ探索的利用と説明的利用と呼

ばれる。次に探索的利用と説明的利用について説明していく。 
 

 探索的利用 
 探索的利用とは、グラフ作成者はグラフでデータを表現するに留まり、

表示したデータの意味の取り方はグラフを見る側へ委ねるという利用

場面である。この利用場面の特徴は、グラフの外見より中身のデータに

重点が置かれる点、大量のデータを画面に表現する可能性があるという

点である。探索的利用ではどれだけグラフ領域に効率的に情報を表示す

るかが重要となる。 
 探索的利用場面の例として、統計データや動的データのモニタリング

などが挙げられる。 
 

 説明的利用 
 説明的利用とは、グラフ制作者はグラフを作る明確な意図があり、そ

の意図を、グラフを通すことにより効果的に見る側へ伝えるという利用

場面である。この利用場面の特徴は、探索的利用とは逆に中身のデータ

と比べ、グラフの外見をより重視するという傾向がある。なぜなら、意

図を伝えるためにはグラフを見る側へ強い印象を残す必要があるから

であり、そのためには正確なデータを伝達することばかりに力を注ぐだ

けでは不十分である。 
 説明的利用場面の例として、プレゼンテーションが挙げられる。 

 
まとめると探索的利用とは、相手に正確な数値を把握させることと、大量

のデータを表示することが重要となり、説明的利用とは、相手に強い印象を

与えることと、相手に正しく意図を伝えることが重要となる。 
これを表３-４で表したそれぞれのグラフ表現に当てはめて分類したもの

を次頁に示す。それぞれのグラフ表現の参考画像は付録の 9 頁から 21 頁に

記載されている。 

25 
 



 
 探索的利用 

表 ３-5 正確な数値を伝えるためのグラフ表現 
欠損データの非表

示 
バルーンテキスト グリッド線表示 

Y 軸ラベルの複数

表示 

ドロップラインの

追加 

曲線表示 ノード表示 補助帯グラフ 補助円グラフ 曲面グラフ 

 
表 ３-6 大量のデータを表示するためのグラフ表現 
選択箇所の拡大表

示 
複合グラフ 対話的データ制御 動的データ制御 

グラフの表示項目

操作 

グラフのスクロー

ル 
集合グラフ 集合線グラフ 集合棒グラフ 

円グラフの複数デ

ータ列表示 

集合面グラフ 積み重ね棒グラフ 積み重ね面グラフ   

 
 説明的利用 

表 ３-7 強い印象を与えるためのグラフ表現 

画像グラフ 
グラフ表示アニメ

ーション 
３D 表示   

 
表 ３-8 意図を正確に伝えるためのグラフ表現 
選択項目のハイラ

イト表示 
途中省略表示 複合グラフ 画像グラフ 合成グラフ 

Y 軸ラベルの複数

表示 
回帰直線表示 始点を揃えて表示 ベクトル表示 

選択スライスの切

り出し 

円グラフ面積の変

更 

スライスの切り出

し 
水平棒グラフ 水平対称棒グラフ ドーナツグラフ 
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 その他のグラフ表現 

 散布図、ストックチャートなどグラフの形そのものに関する表現法は、

利用場面によらずデータ列のタイプにのみにより使い分けられる。それ

らの表現法を表３-９に示す。 
 

表 ３-9 利用場面によらないグラフ表現 

散布図 バブルチャート 帯グラフ ローソク足表示 ブレットグラフ 

ストックチャート 百分率棒グラフ 百分率面グラフ   

 
3.2 情報視覚化フリーウェアの要件 
 本節では情報視覚化を行うためのフリーウェアを構成する 低限の仕様

を定義する。 低限の仕様とは以下の５つから成る。 
 

 利用可能データ形式 
 情報視覚化フリーウェアで読み込むことができるデータファイル形

式。CSV、XML など。 
 

 グラフ出力形式 
 読み込んだデータをどの形式でグラフとして出力するのか。イメージ

ファイル（png、 jpg などの拡張子をもつファイル）、FLASH や

JavaScript など。 
 

 対応言語 
 情報視覚化フリーウェアをプログラム内で利用する場合、対応してい

るプログラミング言語。PHP や Ruby など。 
 

 前提ソフトウェア 
 プログラム内で利用する情報視覚化フリーウェアの場合、そのフリー

ウェアを利用するために必要となるソフトウェア。Prototype.js や 
jQuery、 GD ライブラリなど。 
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 利用可能グラフ 
 情報視覚化フリーウェアで利用することのできるグラフ。基本グラフ

タイプに限らない。線グラフ、円グラフ、ガントチャートなど。 
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第４章 情報視覚化フリーウェア利用ガ

イドの提案 
 

 
４.1 情報視覚化フリーウェア利用ガイドの目的と概要 
 この節では第２章で述べた情報視覚化、情報視覚化フリーウェア利用の問

題点を解決するために、第３章で行った分類を利用し情報視覚化利用ガイド

を提案する。 
 
４.1.1 本ガイドの目的 
第２章で述べた現状の情報視覚化と情報視覚化フリーウェア利用の問題

点は次の２つである。 
 

 グラフ表現の利用法が整理されていない 
データの意味やグラフ制作者の意図を表すための適切なグラフ表

現が標準化されていない。適切なグラフ表現をとることができなけ

れば、グラフを見る側へ正確な意図が伝わらない可能性がある。 
 

 情報視覚化フリーウェアが整理されていない 
適切なグラフ表現を知ることができたとしても、そのグラフ表現

が利用可能な情報視覚化フリーウェアの探索が現状のフリーウェア

分類では難しい。適切な情報視覚化フリーウェアを探索できるよう、

それぞれのフリーウェアが取ることのできる表現情報の付加と、利

用環境に合わせ探索ができるよう、 低限の仕様分類が必要である。 
 
この２つの問題点を解決するための情報視覚化フリーウェア利用ガイド

を制作することが本研究の目的となる。本研究の対象者は、フリーウェアの

特性上、プログラム内で利用する形態のソフトウェアが多いことを考慮し、

コンピュータやプログラミングの知識がある程度持つ層とする。次節から解

決策として本ガイドがとる２つのアプローチ法について述べると共に、実際

に試作したガイドについて実際の画像を交えながら解説していく。 
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４.1.2 本ガイド実現のためのアプローチ 
 本情報視覚化フリーウェア利用ガイドは２つのアプローチをとる。 
情報視覚化フリーウェアを探すためのアプローチは次から成る。 
 

 仕様分類による探索 
 目的分類による探索 

 
 次に２つのアプローチについて説明していく。 
仕様分類による探索とは、利用者の環境にあった情報視覚化フリーウェア

を探索するための 低限の仕様、すなわち、第３章２節で挙げた、利用可能

データ形式、グラフ出力形式、対応言語、前提ソフトウェア、利用可能グラ

フという６つの情報を情報視覚化フリーウェアごとに登録することで、適切

な情報視覚化フリーウェアを探索する手助けとするアプローチである。 
また仕様分類による探索では、フリーウェアごとに登録された仕様情報か

らの探索以外に、基本グラフごとに登録されたグラフ表現を選択することに

よる探索も可能とする。 
目的分類による探索とは、これからグラフ作成をするためのデータ列やグ

ラフを作成する目的についての分類、すなわち、前節で述べたデータ列タイ

プによる基本グラフ分類や、グラフ表現の用途別分類から、グラフ利用のた

めに適切なものを選択し制作するグラフ表現を決定し、その表現が可能な情

報視覚化フリーウェア探索を手助けするアプローチである。 
図４-１は仕様分類による探索、目的分類による探索の両方から、推奨さ

れるフリーウェア詳細に至るまでの流れを図示したものである。 
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図 ４-1 情報視覚化フリーウェア決定までの流れ 



 
以下の表４-１にフリーウェア詳細に記述される項目を列挙する。すでに

各仕様項目の詳細は第３章で述べている。 
前頁の図４-１の「仕様項目の選択」プロセスでは表４-１の仕様項目から

該当項目を選択し各フリーウェアの詳細画面へ遷移することとなる。また、

「データ列タイプの選択」、「グラフ利用画面の選択」プロセスでは第３章で

行ったデータ列タイプによるグラフ分類、およびグラフ表現の用途別分類を

用いて適切な利用可能グラフ、グラフ表現を選び、フリーウェア詳細画面へ

と遷移することになる。 
 

表 ４-1 フリーウェア詳細画面記述項目 

通番 項目名 説明（定義） 
1 フリーウェア名 フリーウェアの名前 
2 開発者名 フリーウェアを開発した個人または団体名 
3 ダウンロード URL ダウンロードできるサイトの URL 
4 特徴 フリーウェアの簡単な説明、特徴 

仕様（詳細は第３章で記述） 
5 利用可能データ形式 フリーウェアで利用できるデータ形式 
6 グラフ出力形式 終的に得ることのできるグラフの形式 

7 対応言語 
利用できる言語（言語によらないものは「す

べて」と記述） 
8 前提ソフトウェア 利用するために必要となる他のソフトウェア

9 

利用可能グラフ 
 点グラフ 
 線グラフ 
 棒グラフ 
 etc. 

・フリーウェアで利用可能なグラフ 
・複数登録可 

10 

グラフ表現 
 集合グラフ 
 選択項目のハイライ

ト表示 
 複合グラフ 
 etc. 

・各グラフで利用できるグラフ表現 
・グラフすべてに関わる表現は「全般」とし

て記述 
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４.2 本ガイドの画面構成 
 本節では実際に試作した情報視覚化フリーウェアについて述べていく。 
本研究ではwikiベースでWebページを作成できる@wiki９を採用しガイドを

試作した。wikiベースでガイドを試作する理由として、情報の追加のしやす

さが挙げられる。今回インターネット上に多く存在するwikiを作成サイトの

中で@wikiを選んだ理由として、レンタルサーバーでwikiを作成することが

できるため、環境を新たに構築する必要がないことと、ページにメタ情報を

持たせるなど様々な機能を利用することができる点が挙げられる。 
今回作成する情報視覚化フリーウェア利用ガイドで重視する点は、情報の

追加と更新のしやすさである。情報視覚化フリーウェアに限らずすべてのソ

フトウェアは、日進月歩で新たなソフトウェアがリリースされ、既存のソフ

トウェアも日々更新されていく。本ガイドはそのようなソフトウェアを対象

としているため、情報の登録、更新が頻繁に行われることを想定しなくては

ならない。また、本ガイドはなるべく多くのフリーウェアを知ってもらい、

多くの利用環境に対応出来るようにするため、登録されている情報の量が重

要となる。多くの情報を集めるためには、情報の登録、更新を行うのがガイ

ド管理者のみではなく、ガイドを利用するユーザーも行なえることが望まし

い。その実現のためには情報の登録、更新が誰でも行えるような画面構成と、

登録、更新のためのナビゲーションが必要である。 
ガイドの画面の設計では、ユーザーが作成、変更する画面を 小限に留め

るため、ユーザーが作成、変更する画面を、仕様、グラフ表現、フリーウェ

アの３つに絞り、詳細画面として独立させた。そして、３つの画面の変更に

より、ガイド内の３つの画面に関わる、一覧などのすべての画面の情報が更

新されるように設計した。 
 また、情報の登録を容易にするため、登録する画面に記述すべき内容が書

かれた各種テンプレートを用意した。それらは、情報の登録を容易にする役

割の他に、記述すべき情報の標準化を行うことで、ガイド全体の統一性を保

つ役割と、別画面で各情報を一覧表示する際に必要な形式をとらせるための

役割をもつ。 
 本ガイドの画面の流れを次頁の図４-２で示し、さらに各画面について説

明していく。 
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【図 4-3】 
情報視覚化フリーウェア利用ガイドト

情報視覚化フリーウェア利用ガイドトップページより選択 

【図 4-4】 
目的分類による 

探索画面 

仕様分類による

探索 
【付録 6】 

ガイドの使い方

画面 

【付録 7】 
テンプレート 
一覧画面 

【図 4-7】 
仕様詳細画面 

【図 4-8】 
グラフ詳細画面

【付録 8】 
テンプレート 
詳細画面 

【図 4-9】 
グラフ表現 
詳細画面 

【図 4-5】 
フリーウェア 
詳細画面 

【付録 5】 
グラフ表現 
一覧画面 

【図 4-6】 
仕様一覧画面

【付録 4】 
フリーウェア

一覧画面 

図 ４-2 情報視覚化フリーウェア利用ガイド画面構成 
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情報視覚化フリーウェア利用ガイドトップ画面 
 図４-３は本ガイドのトップ画面である。 
トップ画面の左メニューには目的分類による探索、仕様分類による探索を行う

画面へ遷移するためのリンクがあるほか、ガイドの使い方、情報を登録する際

のテンプレート一覧画面へのリンクがある。 
 また画面中央には、 近更新したページについての情報を表示する。 
 

 
図 ４-3 情報視覚化フリーウェア利用ガイドトップ画面  

 

34 
 



 目的分類による探索画面 
 図４-４は目的分類による探索を行うための画面である。 
この画面の上段はデータ列タイプによる基本グラフとグラフ表現の分

類に、下段は利用場面によるグラフ表現分類に対応している。 
 

 
図 ４-4 目的分類による探索画面 
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 仕様分類による探索画面 
 フリーウェア一覧画面 
 左メニューで「フリーウェア一覧」を選択することで、登録された情

報視覚化フリーウェアを一覧表示する画面へ遷移する。それぞれの情報

視覚化フリーウェアがどのようなグラフ表現ができるか、また、どのよ

うな仕様なのかを調べる時などに利用することを想定している。 
 

 フリーウェア詳細画面 
 図４-５は各フリーウェアの詳細画面である。仕様、グラフ表現、利用

場面など、すべての項目からこの画面へ遷移することができる。この画

面にどのような情報が記載されるかについては、次のガイドの保守管理

の方法の節で詳しく述べる。 
 中段の利用可能グラフと表現の項は、表示領域の関係で各グラフがと

る表現を wiki の折りたたみ機能により省略している。 

 

図 ４-5 フリーウェア詳細画面 
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 仕様一覧画面 
 図４-６は仕様一覧を示す。仕様一覧画面は左メニューの「仕様一覧」

をクリックすることで遷移できるが、同じく左メニューの「仕様一覧」

の下階層、「利用可能データ形式」、「グラフ出力形式」などの仕様項目

をクリックすることでもアンカーにより本画面の該当箇所へ遷移する

ことができる。 
 

 
図 ４-6 仕様一覧画面 
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 仕様詳細画面（利用可能データ形式） 
 仕様一覧画面から任意の仕様を選択する事で、図４-７で示された仕様

詳細画面へと遷移する。仕様一覧のうち、利用可能データ形式、グラフ

出力形式、対応言語、前提ソフトウェアの各詳細の画面構成は同じであ

る。この画面には各仕様に対応したフリーウェアの一覧が表示される。 

 仕様一覧のなかで、利用可能グラフの画面構成は他のものと異なって

いるため次頁に示す。 

 

 
図 ４-7 仕様詳細画面 
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 利用可能グラフ詳細画面 
 図４-８は利用可能なグラフの詳細を表示する画面である。 
 この画面には、対応しているフリーウェアのほか、各グラフの説明や、

似たグラフとの使い分け、参考画像などが記載される。 
 

 
図 ４-8 利用可能グラフ詳細画面 
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 グラフの表現一覧 
 各グラフ、もしくは全てのグラフが取りうる表現はグラフ表現一覧画

面に表示される。各項目から、それぞれの詳細画面へと遷移する。 
 

 グラフの表現詳細画面 
 図４-９はグラフのとる表現法の詳細を示す。 
 この画面には、利用可能グラフの詳細画面と同様に、表現法の説明と

似た表現との使い分け、参考画像、参考画像を引用した情報視覚化フリ

ーウェアへのリンクが記載される。 
 

 
図 ４-9 グラフの表現詳細画面 
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 ガイドの使い方画面 
 本ガイドの使い方はガイドの使い方画面に記述される。フリーウェア

情報などを本ガイドに登録する方法や、ガイドに使われている用語につ

いて説明している。 
 

 テンプレート一覧画面 
 各テンプレートはテンプレート一覧にまとめられる。 
 テンプレートとは、本ガイドに新たな情報を登録する際に活用するこ

とで、登録がスムーズになるとともに、情報の登録形式の統一を図るも

のである。現在テンプレートは、表現テンプレート、仕様テンプレート、

フリーウェアテンプレート、グラフテンプレートが用意されている。 
 

 テンプレート詳細画面 
 テンプレート一覧から各テンプレートの詳細に遷移することができ

る。 
 

４.3 本ガイドの保守管理方法 
 本情報視覚化フリーウェア利用ガイドは続々と増えるフリーウェアに対

応する為、新しい情報を登録することを前提としている。また、本ガイドは

それぞれのページに登録されている情報により、それがどの仕様で、どんな

フリーウェアに対応しているかを判断しているため、記述する情報は一定の

様式に従っていなくてはならない。 
 本節では、新しく情報を登録するための必要な情報の定義や、方法、登録

する際の留意点などについて述べていく。 
 
4.3.1 新しい情報の登録 
 今回試作した情報視覚化フリーウェア利用ガイドが想定している登録さ

れるコンテンツは以下の４つである 
 

 情報視覚化フリーウェア 
 情報視覚化フリーウェア仕様 
 利用可能グラフ 
 グラフ表現 

 
 本節では上記の４つの登録法や留意点について詳しく述べていく。 
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 情報視覚化フリーウェアの登録 
 新たな情報視覚化フリーウェアを登録する際は、テンプレート一覧か

らフリーウェアテンプレートを選択し、テンプレートに従って編集を行

う。これにより、情報登録が容易になると共に、情報の統一性を図る事

ができる。フリーウェア登録のために必要となる情報は、利用可能デー

タ形式、出力グラフ形式、対応言語、前提ソフトウェア、利用可能グラ

フといった仕様情報や、各利用可能グラフがとりうる表現情報の他に、

フリーウェア名、開発者名、ダウンロード URL である。 
 Wiki で新しいページを作成する際は、それぞれのページにメタデータ

となるタグを登録することができる。本ガイドにおいて、フリーウェア

を登録する際に必要となるタグは２種類あり、ひとつは、それがフリー

ウェアであることを示す「フリーウェア」タグ、もうひとつは「棒グラ

フ」や「面グラフ」などの利用可能なグラフタグである。前者を用いる

ことにより、フリーウェア一覧に表示し、後者により各利用可能グラフ

のなかの「対応しているフリーウェア」の項に一覧表示することができ

る。タグを登録することで、情報を登録するユーザーはフリーウェアペ

ージを作成するだけでよく、他の一覧表示ページを操作する必要がなく

なる。 
 

 情報視覚化フリーウェア仕様の登録 
 新たにフリーウェアの仕様を登録する際は、仕様テンプレートを利用

する。仕様のページの「対応しているフリーウェア一覧」の項は、リン

クされているフリーウェアページを一覧として表示するため、テンプレ

ートに記述するものは登録する仕様の名前だけでよい。 
 登録するタグは、それが仕様であることを示す「仕様」タグと、仕様

の中のどの種類なのかを示す「利用可能データ形式」や「グラフ出力形

式」などのタグである。前者のタグで、仕様一覧に登録された仕様を追

加し、後者のタグで仕様一覧からさらに分類して表示される。これによ

り、仕様情報を参照するユーザーはより簡単に目的の仕様項目の一覧に

たどり着くことができる。 
 

 利用可能グラフの登録 
 仕様の中でも利用可能グラフは特殊な情報の登録が必要となり、新た

な利用可能グラフを登録する際は、仕様テンプレートとは別に、グラフ

テンプレートを用いる。これは利用可能ページにグラフの参考画像を載

せる場合より簡単に編集を行うためである。 
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 利用可能グラフのページに記述する必須項目はグラフ名と説明であ

る。説明の項には、そのグラフの用途や他のグラフと比べた時の利点な

どを記す。この記述は、グラフの役割や用途を判断する材料となる。 
 また登録されている情報視覚化フリーウェアの中でそのグラフが利

用可能なフリーウェアがある場合は、参考としてグラフのサンプル画像

を添付する事ができる。これにより言葉で表現仕切れない微妙な表現を

視覚的に理解できるようになる。その際は、画像の下部にどのフリーウ

ェアから引用したものなのかを明記する必要がある。 
 テンプレートの中の「グラフ名に対応しているフリーウェア」の項は、

フリーウェアページに登録されているタグにより一覧を作成するため、

ユーザーはグラフ名を登録するグラフの名前に変えるのみで、特殊な変

更をする必要はない。 
 利用可能グラフのページに登録するタグは、上記の仕様と同じで、そ

れが仕様項目である事を示す「仕様」タグと、仕様の中の利用可能グラ

フであることを示す「利用可能グラフ」タグである。 
 利用可能グラフを登録した場合は、「目的分類による探索画面」の上

部、「データ列タイプによるグラフの使い分け一覧」の表の中で、その

グラフを用いることができるデータ列タイプの箇所にグラフ名を記述

する。 
  

 グラフ表現の登録 
 グラフ表現の登録には、表現テンプレートを用いる。 
 グラフ表現に記述するものは、表現名とその表現の説明である。説明

の項目には、利用可能グラフと同じように、その表現法の用途や、他の

表現やグラフと比べた時の利点を記す。またグラフ表現が言葉で表しづ

らい場合も利用可能グラフと同じように参考画像を載せることができ

る。その場合も、利用可能グラフと同じように下部にどのフリーウェア

から引用したのかを明記する必要がある。 
 グラフの表現に登録するタグは、それが表現法であることを示す「表

現法」と、どのグラフに対応するかを示す「棒グラフ」や「面グラフ」

などのグラフ名である。また、全てに対応する場合には「全般」タグを

登録する。これにより新たな表現はグラフ表現の一覧のページに自動的

に追加される。 
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第５章 評価 
 

 
5.1 評価法の決定 

 本節では本研究で試作した情報視覚化フリーウェア利用ガイドを評

価する。今回評価として２つの方法を取る。ひとつは、総務省が毎年

インターネット上で公開している情報通信白書１０の平成 21 年度版に

記載されているグラフ表現について、本研究において行ったグラフ分

類に対応させ、実際に社会で利用されているグラフ表現を本研究のグ

ラフ分類がどれだけ網羅出来ているのかを調査する。そして、その調

査に基づいて新たなグラフ分類の考察を行う。ふたつ目は、本利用ガ

イドを同ゼミの学生に実際に利用してもらい、使用感についてのアン

ケート調査を行う。そしてそのアンケートに基づき、本ガイドの改善

策の考察を行う。 
 

5.1.1 情報通信白書における情報視覚化手法の調査 
今回、情報通信白書平成 21 年度版 PDF 版（以下情報通信白書）を

利用した。 
対象とする情報通信白書は全 255 頁からなり、357 個の図が使われ

ていた。その中で本研究が対象としたグラフは 321 個と、本ガイドを

使うことで効率化を図ることのできる図が全体のおよそ 90％を占めて

いることがわかる。表５-１に利用されている図の詳しい内訳を示す。 
 

表 ５-1 情報通信白書に利用されている図の内訳 

対象グラフ 321

その他 36

合計 357

対象グラフの占める割合 89.92%

 
次に、調査した情報通信白書に使われているグラフと利用されてい

たグラフ表現の詳細は次頁の表５-２にまとめる。情報通信白書にて利

用されている 321 のグラフすべてが第 3 章で行った基本グラフ分類の

うちのどれかに当てはまったが、グラフ表現についてはいくつか漏れ
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があった。利用されていたグラフ表現の合計に対する未分類グラフ表

現の割合は 25％であった。未分類表現については後述で解説するが、

そのほとんどがノードの形や模様など、複数のデータ列をグラフで表

現する場合、各データ列を見分けやすくするための目印であった。こ

れはこの通信白書をモノクロで印刷した際に、色でデータ列の区別を

行うのでは判断が難しくなるためだと思われる。 
表５-３に情報通信白書の各グラフで利用されていたグラフ表現の

詳細を示す。各グラフ表現がどの基本グラフに対応しているかは、グ

ラフ名の列に記述する。グラフ数の項は同一グラフ表現を用いて表し

たグラフがいくつあるのかを表している。また、同じグラフ表現と分

類されたグラフは、ひとつの項目にまとめ、記載頁の列にはそのグラ

フ表現が使用される 初のページ番号を記した。表現の列には第 3 章

で分類したグラフ表現の中で当てはまるものを、未分類グラフ表現の

列には、情報通信白書には使われているが第 3 章の分類では考慮され

ていないグラフ表現について記述した。 
小計の行にはそれぞれ各基本グラフの利用数と、各基本グラフ利用

されているグラフ表現数、未分類グラフ表現を記述した。それらはそ

れぞれ表５-２に対応している。合計の列には、各基本グラフの小計を

合算したものを記述した。 
 

表 ５-2 情報通信白書で利用されているグラフとグラフ表現 

グラフ名 利用数 利用グラフ表現数 未分類グラフ表現数 

点グラフ 23 6 0

線グラフ 95 13 5

棒グラフ 187 16 3

円グラフ 14 3 1

面グラフ 2 2 1

未分類 0 0 0

合計 321 40 10

未分類グラフ割合 0% 未分類グラフ表現割合 20%
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表 ５-3 情報通信白書で利用されているグラフ表現詳細 
連番 グラフ名 グラフ数 記載頁

1 点グラフ 16 3 散布図 回帰直線表示 ハイライト表示

バルーンテキスト

2 点グラフ 1 20 散布図 回帰直線表示 ハイライト表示

バルーンテキスト グリッド線表示

3 点グラフ 1 58 複合グラフ

4 点グラフ 3 58 散布図 ハイライト表示 グリッド線表示

5 点グラフ 2 70 散布図 グリッド線表示

小計 23 利用表現 6 利用未分類表現 0

6 線グラフ 39 6 ノード表示 集合グラフ ノード形の変更

7 線グラフ 2 17 ノード表示 集合グラフ Y軸ラベルの複数表示 ノード形の変更

8 線グラフ 3 30 ノード表示 集合グラフ 始点を揃えて表示 ノード形の変更 ラベルの複数設定

9 線グラフ 1 32 集合グラフ ベクトル表示 破線表示

10 線グラフ 2 36 ノード表示 集合グラフ ノード形の変更 破線表示

11 線グラフ 1 42 ノード表示 集合グラフ 欠損データの非表示 ノード形の変更 破線表示

12 線グラフ 1 45 集合表示 欠損データの非表示 ラベルの複数設定

13 線グラフ 1 48 ノード表示 集合グラフ 破線表示 X軸目盛位置変更

14 線グラフ 5 52 ノード表示 集合グラフ ノード形の変更 レーダーチャート

15 線グラフ 17 67 ノード表示 複合グラフ

16 線グラフ 5 68 ノード表示 集合グラフ 始点を揃えて表示 ノード形の変更

17 線グラフ 9 76 ノード表示

18 線グラフ 4 150 集合グラフ

19 線グラフ 1 151 ノード表示 集合グラフ 欠損データの非表示 ノード形の変更

20 線グラフ 2 168 ノード表示 ベクトル表示 ノード形の変更

21 線グラフ 1 176 ノード表示 集合グラフ 複合グラフ ノード形の変更

22 線グラフ 1 201 集合グラフ 曲線表示

小計 95 利用表現 8 利用未分類表現 5

23 棒グラフ 26 7 垂直棒グラフ 集合グラフ バーの模様表示

24 棒グラフ 23 13 垂直棒グラフ 積み重ね棒グラフ 複合グラフ バーの模様表示

25 棒グラフ 1 14 垂直棒グラフ 3D表示 集合グラフ バーの模様表示

26 棒グラフ 4 15 垂直棒グラフ ハイライト表示

27 棒グラフ 1 24 垂直棒グラフ 積み重ね棒グラフ 複合グラフ バーの模様表示 ラベルの複数設定

グリッド線表示

28 棒グラフ 36 28 垂直棒グラフ 積み重ね棒グラフ バーの模様表示

29 棒グラフ 1 38 垂直棒グラフ 集合グラフ 複合グラフ バーの模様表示

Y軸ラベルの複数表示

30 棒グラフ 13 44 水平棒グラフ 百分率棒グラフ バーの模様表示 補助線表示

31 棒グラフ 24 44 水平棒グラフ 集合グラフ バーの模様表示

32 棒グラフ 3 51 水平棒グラフ ハイライト表示

33 棒グラフ 1 53 垂直棒グラフ グリッド線表示

34 棒グラフ 1 58 垂直棒グラフ ハイライト表示 複合グラフ バーの模様表示

35 棒グラフ 7 64 水平棒グラフ

36 棒グラフ 16 65 垂直棒グラフ 集合棒グラフ バーの模様表示

37 棒グラフ 5 72 垂直棒グラフ 複合グラフ

38 棒グラフ 11 90 水平棒グラフ 百分率棒グラフ バーの模様表示

39 棒グラフ 2 114 水平棒グラフ 積み重ね棒グラフ

40 棒グラフ 2 121 垂直棒グラフ 集合グラフ 複合グラフ バーの模様表示

41 棒グラフ 7 129 垂直棒グラフ

42 棒グラフ 1 144 水平対称棒グラフ 積み重ね棒グラフ バーの模様表示

43 棒グラフ 1 155 水平対称棒グラフ 集合グラフ

44 棒グラフ 1 199 水平棒グラフ 途中省略表示 バーの模様表示

小計 187 利用表現 13 利用未分類表現 3

45 円グラフ 5 43 スライスの模様表示

46 円グラフ 2 135 ドーナツグラフ スライスの模様表示

47 円グラフ 7 168 ドーナツグラフ 円グラ フの複数データ列表示 スライスの模様表示

小計 14 利用表現 2 利用未分類表現 1

48 面グラフ 2 14 積み重ね面グラフ 面の模様表示

小計 2 利用表現 1 利用未分類表現 1

合計 321 30 10

表現 未分類表現
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5.1.1.1 未分類のグラフ表現 
 図５-１から図５-６はデータ列の区別を色ではなく形で行うため

のグラフ表現である。 
 第３章のグラフ表現の洗い出しでは、これらの表現法を定義する

ことができなかった。これはフリーウェアの大きな特徴が綺麗なグ

ラフを作ることができるという点にあり、もともとモノクロの条件

下での区別を想定していなかったことが考えられる。しかし、グラ

フを文書で用いる可能性があるならば、印刷をモノクロで行うこと

は十分に考えられるため、図５-１から図５-６といったデータ列の

区別方法は重要となる。参考画像は情報通信白書から引用した。 
 

 ノード形の変更 
 図５-１では各データ列のノードを▽、◇、□、○、△で表現

している。 

 
図 ５-1 ノード形の変更 

 破線表示 
 図５-２は同じデータ列内での輸出と輸入の違いを表すために、

実線と破線を使い分けている。 

 

図 ５-2 破線表示 
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 バーの模様表示 

 
図 ５-3 バーの模様表示 

 スライスの模様表示 

 

図 ５-4 スライスの模様表示 
 面の模様表示 

 

図 ５-5 面の模様表示 
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5.1.2 情報視覚化フリーウェア利用ガイドへの意見 
本ガイドについて、同じ湯浦ゼミの４年生、３年生合わせて 10 人に

ガイドについての意見を頂いた。質問項目は、情報視覚化フリーウェ

アに興味が持てたか、本ガイドは読みやすかったか、の２点である。

前者の情報視覚化フリーウェアに興味を持てたかの質問については、

すべての人から、情報視覚化フリーウェアで用いることができるグラ

フ表現に対して魅了を感じたとの回答を得た。今回のガイドには、数

多く存在するグラフの表現法を周知させ、グラフ作成者に適切なグラ

フ表現法を利用してもらうという目的があった。ガイドを見る者にグ

ラフ表現の魅了が伝わることは、グラフ表現を周知する上で重要の要

素であるといえる。 
また、本ガイドは読みやすかったかという質問に対しては、ページ

構成に関しては概ね良い反応を得たが、あまり情報視覚化フリーウェ

ア利用の経験がない人は、使われている用語がわかりづらいなどの感

想を持ったようである。すべての人が等しく情報視覚化フリーウェア

の恩恵を受けられるようにするためには、用語の言い換えや、ガイド

の使い方の画面の情報の充実が必要である。また本ガイドの使い勝手

より良くするために、本ガイドに付加するべき機能として、ふたつの

意見を頂いた。 
ひとつはランキング情報の付加である。現状では、同じ仕様に対応

している情報視覚化フリーウェアがあった場合にどれを選択するのか

は、ガイド利用者に委ねられている。そこで、どのフリーウェアに人

気が集まっているのかの情報を付加することで、フリーウェアを選ぶ

際のひとつの指標とすることができる。また、人気のあるフリーウェ

アを利用することにより安心感を得ることができることや、利用する

グラフ表現に共通点ができるため、他の利用者との意思の疎通を図る

ことができるなどの利点が考えられる。 
ふたつ目の意見は、フリーウェア利用者の習熟度別にフリーウェア

利用を可能にする機能である。前述したが、このガイドはフリーウェ

ア利用になれていない人も活用できるようしなくてはならない。現状

のガイドではある必要なひとつの仕様で検索した時、同じ仕様に対応

しているフリーウェアが２つあった場合、ひとつのフリーウェアは沢

山の機能があり、もうひとつのフリーウェアは検索した仕様のみ対応

しているという場合があり得る。沢山の機能があり、様々な表現をと

ることのできるフリーウェアは、大抵指定するパラメータが複雑にな

る。もし利用者の情報視覚化フリーウェアの利用関する知識低く、尚
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且つ検索した仕様のみに対応したフリーウェアで十分だという場合に

は、沢山の機能を持ったフリーウェアでは利用者を混乱させてしまう

可能性がある。そこで各フリーウェアについて、利用が簡単か難しい

かという情報を付加することで、利用者の習熟度にあったフリーウェ

ア探索を可能になる。しかし、簡単か難しいという情報は、フリーウ

ェア利用者の主観によるものでは基準がバラバラになってしまうため

注意が必要となる。 
 

5.2 情報視覚化フリーウェア利用ガイドの改善点の考察 
この節では、情報通信白書における情報視覚化手法の評価と、前

節で頂いた意見から情報視覚化フリーウェア利用ガイドの改善点を

考察する。二つの評価から考えられる改善点は以下の通りである。 
 

 グラフ表現法分類の追加 
 レート、ランキングの追加 
 口コミ情報の付加 

 
 グラフ表現法の分類の追加 

 追加するグラフ表現を、第３章に載せたグラフ表現一覧の表

形式に当てはめた表を表５-２に示す。 
 また、表５-３は追加するグラフ表現を、同じく第３章で行っ

た用途別分類に当てはめたものである。 
 

表 ５-4 追加グラフ表現 
連番 対象グラフ プロセス 表現名 表現内容（定義） 

1 全般 精緻化 ノード形の変更 ノードの形を変更する 

2 全般 表現 ラベルの複数設定 ラベルを複数設定する 

3 全般 精緻化 X 軸目盛の上部表示 X 軸のラベルをグラフ領域の上部に表示する 

4 全般 表現 レーダーチャート グラフ領域を円形で表現する 

5 線グラフ 精緻化 破線表示 線を破線で表現する 

6 棒グラフ 精緻化 バーの模様表示 バーに模様を付ける 

7 円グラフ 精緻化 スライスの模様表示 スライスに模様を付ける 

8 面グラフ 精緻化 面の模様表示 面に模様を付ける 

 

50 
 



表 ５-5 追加グラフ表現の用途別分類 
正確な数値を伝える ―   

大量のデータを表示する ラベルの複数設定   

強い印象を与える X 軸目盛の上部表示   

ノード形の変更 破線表示 バーの模様表示 
意図を正確に伝える 

スライスの模様表示 面の模様表示  

 
 レート・ランキングの追加 

 本研究ではガイドの制作媒体としてレンタルサーバーのwiki
を利用した。wikiを利用した理由は第４章でも述べたが、情報

の追加や更新が行いやすいためである。しかしレンタルウィキ

では利用できる機能に制限があり、本研究の情報視覚化フリー

ウェア利用ガイドを試作する際、見送った機能もある。そのな

かのひとつが、レート・ランキング機能である。 
 まず、本ガイドで想定していたレート機能について説明する。

レート機能とは、それぞれのフリーウェア詳細ページに星印

（☆）を５つ用意し、フリーウェアを実際に利用した際に、使

用感や機能などを評価し星０～５つを与えるといった機能であ

る。図５-６にYouTube１１のレート機能の例を挙げる。赤丸で囲

んだ箇所が該当部分である。図５-６は４人のユーザーの平均が

星 3.5 個であった事を示している。この機能を本ガイドに利用

することで、同じ条件を満たしているフリーウェアのどちらを

選ぶべきかの指標とすることができる。 

 

図 ５-6 YouTube のレート機 
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次にランキング機能について説明する。本ガイドは同じ条件下

において、対応するフリーウェアが復数個存在する場合が多く

存在する。その場合、対応するフリーウェアを指定の条件で並

び替え、フリーウェアを選ぶ基準にさせるのがランキング機能

である。図５-７に例として価格.com１２のランキング機能を載せ

る。想定している指定可能条件は次の６つである。 
 

 フリーウェア名 
 各フリーウェア詳細ページへのアクセス数 
 各フリーウェアのレート 
 口コミ情報の数 
 本ガイドへの登録の日付 
 登録されているグラフ表現の数 

 
 上記の口コミ情報については次項で説明する。 
ユーザーはフリーウェア検索結果の一覧を表示する際に、上

記の６つの並び替え条件を指定することができる。上の６つの

並び替えを達成する場合、各フリーウェアに保存しておくべき

データは次頁の表５-４のようになる。青くハイライトされてい

る項目が新たに登録する必要があるデータである。 
 

 
図 ５-7 価格.com のランキング機能 
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表 ５-6 想定テーブル 

フリーウェア名 
登録日 

開発者名 
ダウンロード URL 

特徴 
利用可能データ形式 

グラフ出力形式 
対応言語 

前提ソフトウェア 
利用可能グラフ 

グラフ表現 
平均レート 
総アクセス数 
口コミ情報 

 
 口コミ情報の付加 

 フリーウェアを利用したユーザーは利用したフリーウェアの

詳細ページに利用した感想（口コミ）を書き込むことができる。 
 口コミ情報を付加する狙いは、口コミ情報によって、そのフ

リーウェアを実際に利用した人の感想、つまり使い易い、使い

にくい、簡単、難しいなどの利用難易度の情報を他のユーザー

が知ることができる点にある。簡単、難しいといった感想は、

各ユーザーの能力によって基準が変わるので、それぞれの口コ

ミ情報には、その情報を付加したユーザーの情報も加える必要

がある。 
 また、前項に挙げたが口コミ情報の数を計測することにより、

その情報を、各フリーウェアのある種の注目度として扱うこと

ができる。
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第６章 結論 
 

 
6.1 結論と今後の展望 

 本章では、本研究で得られた結論及び、結論を踏まえた今後の展望

について述べる。 
 

6.1.1 結論 
 本研究は、情報視覚化の重要性が高まる中で、広い情報視覚化の範

囲の中でもグラフに限定し、グラフを作成するためのフリーウェアを

効率的に利用するために情報視覚化フリーウェア利用ガイドを提案、

試作した。 
本研究は多くの情報視覚化フリーウェアの中からよく利用される５

つのグラフと、各フリーウェアで利用可能なそれらグラフの表現の違

いをグラフ表現として定義し、それらのグラフ表現を、利用場面や利

用目的ごとにより分類を試みた。さらに、その分類とフリーウェアを

結びつけ、情報視覚化フリーウェア利用ガイドを試作した。 
本ガイドを試作後、情報通信白書平成 21 年度版に記載されているグ

ラフと、本研究でおこなったグラフ分類を照らし合わせ、本研究が対

象とし、作成の効率化を図れる可能性があるグラフがどれほどの割合

を占めており、本研究で分類したグラフ表現でどれほど対応できるか

の評価を行った。そして、グラフは 89%、グラフ表現は 80%をカバー

しているという高い数値を得ることができた。また、同ゼミの学生に

対し、本ガイドを実際に利用してもらい、すべての人から本ガイドに

掲載されているフリーウェアに対して興味を持ち実際に本ガイドを通

して利用してみたいという感想を頂いた。また、本ガイドの使用感に

ついての評価をしてもらい、それらの評価から新たなグラフ表現やガ

イドに追加すべき機能についての考察を行い、グラフ表現については

実際にガイドに登録した。また、評価を行う過程で、本ガイドで利用

したレンタルサーバーによる wiki は、情報の追加や変更のしやすさと

いう点においては大きな利点があるが、ランキングやその他のデータ

による情報の並び替えや、口コミ情報、レーティングなど、ガイドの
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自由度の面でガイド利用者の利便性を高めることは難いと感じた。そ

の面で利便性を高めるためには、より自由度の高いプラットフォーム

でガイドを制作する必要がある。 
 

6.1.2 今後の展望 
今後、より情報視覚化フリーウェア利用ガイドの利便性を上げるた

めには、新たに独自のシステムとして本ガイドを構築しなおしていく

必要がある。それにより、登録するデータや、データの扱い方に幅が

でるため、データ項目を複数選択する事による絞り込みや、フリーウ

ェアのレーティングやランキングなど、より目的にあった探索が効率

的になるような機能の充実も可能となる。本ガイドを独自のシステム

としての実装していくためには、より綿密に各データの定義が必要と

なる。 
また今回のグラフは、データ列による分類やグラフ表現の定義など、

よりグラフの仕様的な側面からの分類を中心に行った。今後の発展と

して、トレンド分析やピーク分析など、マーケティングで行われてい

る問題分析においてグラフを用いる際に、どのグラフ表現を用いる必

要があるのかといった、より用途に関する具体的な分類の定義をする

ことが考えられる。現状問題分析は、どのデータからどんな結果が得

られるかの定義は行われているが、利用グラフに関する定義はまだ不

十分である。問題分析を行う際にフリーウェアを効率的に利用するた

めには各問題分析に利用される表現を定義し、フリーウェアに対応付

ける必要がある。 
グラフの用途からの分類とは逆に、より深い仕様からの探索も考え

られる。例えば棒グラフの場合、今回は、棒グラフがとる事のできる

グラフ表現での分類のみであった。しかし、決まったグラフ表現とし

て定義することはできないが、グラフの見た目を左右するパラメータ

として、棒グラフに使われるバーの幅や、バーとバーの間隔、またど

のような色やパターン利用可能か、タイトルやラベルといった文字に

関するものでは、フォントや表示位置、大きさなどのパラメータが考

えられる。各フリーウェアについて、これらの内、どのパラメータを

設定することができるのかで、フリーウェアのより細かな探索が可能

となる。 
また、今回各フリーウェアやグラフ、グラフ表現の説明は、文章で

行うか、文章では不十分ならば画像を添付することにより視覚的に説

明するという方式をとった。しかし、対象としているフリーウェアで
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作成するグラフは、アニメーションを用いるものや、対話的にグラフ

を操作できるものなど、画像ではなく実際に操作してみなければ魅力

が伝わらないグラフ表現が多数存在した。それらのグラフ表現を、本

ガイドをシステム化することで、実際に使えるグラフの形式で試用す

ることができるようになる。さらに 終的には、XLS や XML などの

指定された形式のデータを入力することで、様々なフリーウェアの多

彩なグラフ表現を本ガイドのみで利用出来るような、グラフ利用のプ

ラットフォームになるようなサイトにすることで、フリーウェア利用

の利便性をさらに高めることができる。 
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