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要旨 

チャートやグラフ、マップ、図、あるいは今日我々がデータ・ビジュアライゼーションと呼ぶものを使うようになったのは、

1600年代のことです。 

定性的および定量的な情報を視覚的に示すためのビジュアル素材が最初に開発された当初、その作成者はこうし

たデータ・ビジュアライゼーションを利用して、その目的を見事に成し遂げていました。1815 年にウィリアム・スミスが

作成した英国の最初の地質図から、フローレンス・ナイチンゲールがクリミア戦争中の兵士の死亡率の原因を示した

「鶏頭図」と呼ばれる円グラフや、ナポレオンのロシア遠征を可視化したミナールの図に至るまで、これら初期のビ

ジュアライゼーションの形態はすべて、人間の脳が迅速に処理できる最もシンプルかつ直感的な方法で情報を伝達

できるよう、巧みに描かれていました。 

我々は今日でもこうして過去に作成された例をデータ・ビジュアライゼーションの数少ない手本として参照していま

す。 

それから長い年月が経ちました。デジタル時代は我々が使いきれないほどのデータを生成し、そのデータはミリ秒単

位で増え続けています。これと並行して、テクノロジーは「迅速かつシンプル」にデータを活用すべく発達してきました。

しかし、我々は本当に「迅速かつシンプル」にデータを活用しているでしょうか？テクノロジーの発達の結果として、

チャートやグラフを華やかに見せ、表面的な体裁を整え、見た目をよいものにすることが容易にできるようになりまし

た。我々は、情報を読み取ることが困難であるばかりか、非直感的で誤って解釈される可能性のあるデータ・ビジュ

アライゼーションの技術を、使用していることがあります。しかし同時に、データ・ビジュアライゼーションの技術を誤っ

て使用することで、情報を正しく解釈できなくなる危険性もはらんでいます。 

本書では、今日広く使用されているデータオブジェクトの一部を取り上げて分析することで、情報伝達の問題を解決

するべく、これらのデータオブジェクトを正しい方法で使用しているかどうか、それらのオブジェクトはユーザーの視点

からどの程度直感的なものか、さらに、そのようなプロセスを通じて、脳が容易に処理できる方法で情報を表示する

という本来の目的を果たしているのか、といった点を考察していきます。 
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はじめに 

ある研究者によれば、情報は文字ではなく図で表された方が、人間の脳はより適切に高速処理できるといいます。さ

らに、定性的および定量的なデータは、数字や文字ではなくビジュアライゼーションの形態で示されると、より迅速に

読み取ることができます。これは大抵の場合に当てはまるものの、図や視覚よりも、文字が情報を適切に伝える場

合もあります。例えば、ある都市の人口を示したい場合、最も適切な方法は定量的な数値を用いることです。端的に

言うと、データ・ビジュアライゼーションに関しては一般的な方法は存在しないため、内容に合わせた情報表示を行わ

なければなりません。 

データ・ビジュアライゼーションは今日、新聞、雑誌、マーケティング、そして何よりも、数字を瞬時に高速処理する必

要があるビジネスの世界において、意思決定を行う上での、一般的なプラクティスになりました。そして、円グラフや

棒グラフなど、一般に普及しているデータオブジェクトを使用するニーズが高まっています。データ・ビジュアライゼー

ション・オブジェクトを幅広く使用していると、作成者は時に競争心に駆られ、不要な要素をデータオブジェクトに加え

ることでデータを不正確に伝えてしまい、ユーザーの判断を誤らせることがあります。最も一般的に使用されている

棒グラフと折れ線グラフは、正しく使用されなければ、もともと意図していなかったような誤解を生じさせる場合があり

ます。しかし正しく使用されれば、同じ棒グラフと折れ線グラフがまさに救世主になり得ます。「O'Reilly Strata 

Making Data Work」の記事でも述べられているように、「最適なデータ・ビジュアライゼーションとは、データに潜在す

るパターンと関係に関する新たな何かを顕在化させるものです。これらの関係を理解し、さらに観察できる状態が、

適切な意思決定を行うための鍵となります」。情報のわずかな誤伝さえ、複雑さを高め、ビジネス全体を危機にさら

す恐れがあります。 

ビジネス・ダッシュボードにおいて、特定の目的で使用されるデータオブジェクトが、最も直感的な方法で情報を伝達

しているか、あるいはユーザーを混乱させているかを知ることは非常に重要です。ここには 2 つの重要なポイントが

存在します。最初のポイントは、ある情報を伝達するために我々が頻繁に使用するチャートが、そもそも適切であり、

本当に直感的であるのかということ。そして 2つ目のポイントは、我々が直感的（シンプルで効果的）と考えるチャート

タイプが、ユーザーにとって解釈しやすい適当な方法で使用されているのか、ということです。 

 

ポイント 1： 日常的に使用するチャートは直感的かどうか？ 

今日のビジネスの世界、特に販売分析などの領域で使用されているチャートタイプの中には、実在するオブジェクト

やパターンに類似した方法でデータを表示できることから、非常によく使われるようになったものがあります。ゲージ

チャートや信号機チャートなどがその例です。人々はチャートのデザインに比喩的な表現を探し求め、デザインの

ルック・アンド・フィールや魅力に引かれます。しかしながら、一般的な直感性やアクセシビリティーの観点から入念に

分析すると、これらのチャートは意図しているほどシンプルには機能しないということに気がつきます。むしろ、ユー

ザーを混乱させたり、ユーザーが提示された情報を迅速に識別できない原因となる可能性があることがわかります。 

以下に、広く普及しているチャートタイプの中で、ユーザーを欺きやすいと分類される典型的な例をいくつか示しま

す。 
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スピードメーター/ゲージチャート 

使用例： 

ゲージチャートは、長年ビジネス・インテリジェンスのダッシュボードに使用されてきた、非常にポピュラーなチャートタ

イプです。ゲージチャートは、当初はタンク内にある液体のおおよその量を知るために使用されていました。通常の

使用例では、所定値の範囲を知るために用いられています。より一般的には車のスピードメーター/ゲージとして知ら

れるこれらのゲージは、その後にビジネス・ダッシュボードの世界でデータを表示するためにそのまま取り入れられま

した。 

スピードメーター/ゲージチャートは、規定の範囲を表現する円形またはゲージ状の文字盤により、ユーザーは正しく

設定されているか、そうでないかを迅速に確認することができます。しかしながら、ビジネス・ダッシュボードの設定で

は、ユーザーの注意を引くという点においてのみ効果があり、問題点を解決するにはあまり十分とは言えません。 

 

ゲージチャートが、ビジネス・ダッシュボードのユーザーにとって非直感的である主な理由 

 ゲージチャートはあまり多くの情報を表示しません。何かがおかしい、とてもうまくいって

いるなど、ヒントを示すだけです。多くの場合、ビジネス世界のダッシュボードは、単に「危

険な状態にある」という情報にとどまらず、より多くの情報を伝える必要があります。現在

の値だけではなく、潜在的な傾向も示すのが理想的です。故にゲージチャートは、KPI お

よびその補足的情報を表す方法としては最適ではありません。 

 ゲージチャートでの表示は、単一のデータポイント（全社の売上や特定地域の在庫など）

に限られてしまい、複数地域のデータを同時に表示することができません。これが、この

チャートタイプの使用例が非常に少ない原因となっています。 

 円グラフと同じく、円形のスピードメーター/ゲージは画面領域が広い反面、伝達できる情

報はごくわずかです。 

 スピードメーター/ゲージは、多くの場合、鮮やかな赤・緑・黄と光沢のある太い輪郭線で

デザインされているため、視覚的に人を欺きやすいものです。この派手なデザインによっ

て、ユーザーが気を散らされることなく情報を見ることができにくくなります。 

 色覚異常を持つユーザーにとって、「良い・普通・悪い」をそれぞれ「赤・緑・黄」で表すの

は有効ではありません。3 つの色はすべて似た色合いに見えるため、良い部分と危険な

部分の境目が区別できません。 
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一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

ゲージチャートの典型的な使用例 

一般的なプラクティス： 

上記で述べたように、ダッシュボードでゲージチャート

を使用して、目標に対する現在の数字を表示するの

は非常に一般的です。 

ルック・アンド・フィールを切り離して考えると、問題は

ゲージが目標と傾向のどちらも表していないことです。

さらに、ゲージは 1 つのデータポイントしか表示できま

せん。つまり、複数のデータポイントを表示するために

は、複数のゲージが必要になります。これは、ダッシュ

ボードでは非常によくある事例です。これらすべてが

視覚的なノイズと相まって、ユーザーが情報を識別す

るのをより困難にしています。 

 

 

ベストプラクティス： 

数字と目標を表示するベストプラクティスは、単純な棒グ

ラフや点グラフです（さまざまな記事でStephen Few氏が

推奨）。現在の値、目標、傾向を表示したり、同じチャート

で複数のデータポイントを比較したりすることも可能です。 

赤・緑・黄の組み合わせは、色覚異常を持つユーザーも

識別できる他の色に置き換えることができます。また、不

要な 3D やスピードメーターに似せた傾斜を取り除き、

データの表示に使用されるインクの割合と視覚的なノイズ

を減らすことで、グラフをより直感的にすることができま

す。 
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信号機チャート 

使用例： 

もう 1 つの例として、信号機チャートがあります。このチャートタイプは、特定の値が、信号機を象徴する「赤・黄・緑」

の 3色からそれぞれ連想される「悪い・普通・良い」という 3つの範囲内におさまる場合に使用されます。このチャート

タイプは、特定の状況をうまく表しますが、同時に多くの懸念も生じます。 

 

信号機チャートが非直感的なものになる主な理由 

 このチャートタイプは、赤・黄・緑の 3色のみで情報を伝達します。この 3色はすべて、赤

緑色覚異常を持つユーザーにとって問題となる色です。色覚異常を持つユーザーがこれ

らの色を区別することは難しく、アクセシビリティーの観点からも、このチャートタイプは極

めて柔軟性の低いものです。 

 

色覚正常者に映る色      色覚異常者に映る色 

 

 信号機チャートは値の差異を示しません。例えば、収益の減少が 3％と 36％の場合はど

ちらも赤で表され、収益の増加が 3％と 20％の場合はどちらも緑で表されます。この場

合、3％の成長よりも 20％の成長を知ることがユーザーにとってはるかに重要であるにも

かかわらず、範囲内のプラス側面を表す色は緑のみなので、これら 2つの値の差異を視

覚的に示すことはできません。 

 値が無作為に配置されている場合、情報を調べて問題箇所の目星をつけるのは非常に

困難です。 

 赤と緑はそれぞれ、悪いことと良いことを表します。つまり、特定の値が赤で示されてい

る場合、それは「悪い」、もしくは「要注意」を意味します。しかしながら、特定の値が緑で

示されている場合、例えば売上高が最低基準値を超えている場合でも、販売がうまく

いっているとは限りません。信号機チャートは、差異を示すことできないため、このデメ

リットには対処できません。 
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一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

信号機チャートの典型的な使用例 

一般的なプラクティス： 

信号機チャートは、KPI に付随する数字または情報の

テーブルにおいて、一般的に使用されていますが、そこ

には前述した問題が存在します。以下は、典型的な使

用例です。 

 

ベストプラクティス： 

一定値の範囲と一致する、あるいはそれを下回る情

報、さらに可能な限りあらゆる差異を表すベストプラク

ティスを以下に示します。 

 

赤と青は色覚異常者にも識別される色です。また、色

のみが属性を表す指標ではなく、棒の長さを変えたり

色のグラデーションを使用したりすることで、赤と緑だけ

の二者択一の比較よりもはるかに多くの情報を得るこ

とができます。 

さらに信号機チャートでは、

色を変えるだけでなく、形を

変えて表現するとより効果的

です。 

 

 

 

また、パターンを形成するよ

うな方法で数字を配置する

と、ユーザーに迅速で視覚

的な手がかりが与えられま

す。このパターンを、パズル

のピースのように組み立てる

ことで、全体像を把握するの

に役立ちます。 
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LEDチャート 

使用例： 

このチャートタイプには、他のチャートタイプのような典型的な使用例はありませんが、以下の例に見られるように、

ビジネス・ダッシュボードで KPIやスコアカードでとりわけ大きな数字の情報を提示する場合に使用されます。 

 

ユーザビリティの問題： 

 このフォントタイプはそもそも、遠く離れたところから大勢の対象者に向けて配信しなけれ

ばならない情報のために開発されました。また、その情報は日没後や比較的暗い時間帯

でも情報の読みやすさが求められるため、文字はこのフォントタイプを生み出したLED灯

で作成される必要がありました。離れた場所からの情報配信が主な使用例であれば、文

字が欠けていても情報は容易に読み取れるでしょう。しかしながら、目からほんの 30cm

ほど離れたコンピュータの画面上で見る通常のダッシュボードやチャートでは、欠けた文

字を使用した情報を読み取ることは困難です。 

 また、文字が大きく、かつ欠けた状態なので、情報に集中し、何が書かれているかを理解

するのにかかる時間は、Arial などの従来型のフォントで表示されている場合よりもはる

かに長くなります。そのため、「迅速かつシンプル」にデータを活用するという主要目的は

損なわれます。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

LEDチャートの典型的な使用例 

一般的なプラクティス： 

LEDチャートは、比較が必要なダッシュボードの KPIで

大きな数を表示する際に多用されています。しかしなが

ら、フォントそのものはあまり使い勝手の良いものでは

なく、読みやすさの点で問題があります。 

 

ベストプラクティス： 

一定値の範囲と一致する、あるいはそれを下回る情

報、さらに可能な限りあらゆる差異を表すベストプラク

ティスを以下に示します。 
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メッコ・チャート 

使用例： 

メッコチャートは、X 軸と Y 軸、データポイントの領域面積が決定する 3 つのデータポイントを比較するために使用さ

れます。異なる情報のセグメントをすべて 1 つのグラフで同時に比較するには優れた方法です。しかしながら、共通

の基準線持たない異なるセグメントの領域面積の差を見分けることができないため、時には比較が曖昧になる場合

があります。そのため、このチャートタイプはユーザーにとってあまり直感的ではないと判断できます。 

 

メッコチャートが非直感的である主な理由 

 セグメントの高さや幅がさまざまであり、共通の基準線を共有していないため、どのセグ

メントがより大きいのか、より小さいかという比較が困難です。 

 人間の目は、一方が縦長で、もう一方が横長の 2 つの四角形の領域面積の差を見分け

ることがあまり得意ではないため、実際の値が明記されていない限り、領域面積だけで

の判断は難しくなります。 

 データ量が増加するにつれ、特に高さや幅が似通ったセグメント間では、違いを識別する

ことがいっそう困難になります。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

メッコチャートの典型的な使用例 

一般的なプラクティス： 

メッコチャートでは、通常、棒の高さと幅という 2 次元で表

示します。 

異なるカテゴリーのデータを表示する場合、棒を互いに積

み重ねていきます。これらの棒の基準線は同じではなく、

高さや幅も多様にあるため、比較が困難になります。 

 

ベストプラクティス： 

メッコチャートの代替手段として、棒グラフと記号の組

み合わせがあります。また、Stephen Few 氏が Web

サイト、perceptualedge.com に寄稿した記事「A 

Design Problem」で提案した棒グラフのセット使用も

あり得ます。 
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ダッシュボードにおけるテーブル 

使用例： 

テーブルは、複数の項目の相関を一覧表示するのに適した方法です。テーブルを使用することで、一連の値に手際

よく目を通し、値の相関を比較することができます。しかし、ダッシュボードで定量値を比較するためにテーブルが使

用された場合、ユーザーに迅速かつ容易に情報を伝達するという本来の目的を失います。テーブルの各行・各列の

値を比較することは、パターンを識別して傾向を把握できるチャート以上に、ユーザーにとって時間がかかります。そ

のため、テーブルはダッシュボードに一覧表示された値を比較することにはあまり適していません。 

迅速かつ容易にデータ活用を促進し、傾向を把握するためには、ダッシュボードでは可能な限り、テーブルを適切な

データ・ビジュアライゼーション・オブジェクトに変更するべきです。テーブルに本当にふさわしい機能はレポートの方

です。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

ダッシュボードにおけるテーブルの使用 

一般的なプラクティス： 

テーブルは、最も詳細に情報を表示できる優れた手段で

あり、ダッシュボードで非常によく使用されます。しかし情

報を把握するためにすべての行と列のデータに目を通す

必要のあるテーブルは、ユーザーが迅速に傾向や最大

値・最小値を把握する上での支障になります。以下の例で

は、アンスコムのクアドラントを用いてこのシナリオを説明

しています。 

 

 

ベストプラクティス： 

パターンを迅速に識別し、データをより迅速かつ容易

に把握するために、表データは可能な限り、データ・ビ

ジュアライゼーションで表すようにすべきでしょう。 
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ポイント 2： 直感的なチャートを非直感的にしてしまう要因と解決策 

棒グラフや円グラフなど、非常に一般的に使用されているデータオブジェクトは、データ・ビジュアライゼーション・オブ

ジェクトの最もシンプルな形態と言えます。これらのデータオブジェクトは、情報を何よりわかりやすく表示するととも

に、情報が非常に読み取りやすいです。このようなデータ・ビジュアライゼーション・オブジェクトを「直感的」と称する

一方で、データ・ビジュアライゼーション・オブジェクトのプレゼンテーションは不明確で非直感的とまで言われることも

あります。これらのデータオブジェクトは、特定の情報を特定の形態で表すよう設計されていますが、正しく使用しな

いと、使い勝手が悪く情報が読み取りづらくなり、情報をうまく伝達することができません。 

この場合、プレゼンテーションが情報の伝達においては、重要な役割を担います。表示されたデータの付加価値を高

めない要素をチャートに加えることで、チャート全体が不明瞭でわかりにくいものになります。また場合によっては、

データではなくチャート内の不要な要素に、ユーザーの焦点をそらしてしまうことになります。これにより、ユーザーが

表示された情報の理解に費やす時間が増え、「迅速かつシンプル」にデータを活用するというコンセプトに反すること

になります。 

以下は、データ・ビジュアライゼーション・オブジェクトの一部と、オブジェクトの一般的な使用例、プレゼンテーション・

プラクティス、そしてそれらのオブジェクトを非直感的にしている原因について述べます。 

 

棒グラフ 

使用例： 

棒グラフは、最も広く使われているデータ・ビジュアライゼーション・オブジェクトの 1つです。典型的な事例としては、

定性的データに依存しない定量的情報を表すために使用されます。最もシンプルなデータ・ビジュアライゼーション・

オブジェクトの 1つであり、個々の定性的情報を示す棒の長さから、情報を読み取ります。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

定数の比較 

一般的なプラクティス： 

積み上げ棒グラフで定数を比較する場合、以下のよう

に、棒の構成比率が曖昧な場合があります。 

 

ベストプラクティス： 

定数を棒の上部ではなく下部に置いた方が、数量の関

係が理解しやすくなります。 
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棒の順序 

一般的なプラクティス： 

人間の目はパターンを見分けるのは得意ですが、デー

タオブジェクトに関連づけられるパターンがない場合

は、変化を見抜いたり、データを把握したりすることが

困難になります。 

以下は、意識的に順序づけていない水平棒グラフの形

態で、異なる量的情報を表したチャートです。 

 

ベストプラクティス： 

棒ができるかぎり昇順または降順に並べられていれ

ば、パターンを見分けて、迅速にデータを理解すること

が容易になります。 

 

3次元棒グラフの使用 

一般的なプラクティス： 

3次元棒グラフは一般的によく使われますが、3次元の

棒は、チャートに第三の軸があるのではないかという誤

解をユーザーに抱かせる可能性があります。これはも

ちろん、グラフの本来の目的とは異なります。また、

データ表示に使用するインクの割合を増加させる一助

にもなるので、推奨しません。 

 

ベストプラクティス： 

3 次元棒グラフは極めて非直感的でわかりづらく、いか

なる時も使用を避けるべきです。 
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チャートの背景 

一般的なプラクティス： 

チャートの背景は、ユーザーによるグラフの解釈を大き

く妨げる可能性があります。 

 

 

 

ベストプラクティス： 

チャートを明確に読み取るためには、背景表示は不要

です。ただし、グラフ内に指標軸（X軸または Y軸）を設

けることは、グラフの値をよりよく理解できるようユー

ザーの目を向けさせる上で効果的と言えます。 

 

棒の内側の数値表示 

一般的なプラクティス： 

水平棒グラフでは、棒の内側に関連する数量を表示す

る場合があります。気の利いた数字の表示方法ではあ

りますが、棒の長さによっては、棒の内側に文字がおさ

まらない場合があります。 

 

ベストプラクティス： 

棒の長さは数量に伴い増減することに留意し、文字は

棒の外側に表示することを推奨します。 
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情報の重複 

一般的なプラクティス： 

情報の表示を明確にすることは重要ですが、時には必

要のない場合や、情報を反復してしまう場合がありま

す。棒グラフには、軸上の数値と同時に、棒の上部にも

数量が表示されているものがあります。この数字は、情

報を繰り返しているだけなので不要です。 

 

ベストプラクティス： 

棒グラフに定量的情報を表示する場合、情報は棒の上

部、または軸上のいずれか一方に表示することを推奨

します。 

 

 

 

色の使用 

一般的なプラクティス： 

同じ属性のものを比較しているにもかかわらず、グラフ

の棒を異なる色で表示するのは好ましくありません。こ

れは、棒が異なる属性を比較しているという誤解を招く

可能性があります。また、別の色を加えることで、ユー

ザーの気が散ってしまいます。 

 

ベストプラクティス： 

同じ属性のものを比較する場合、棒は同じ色にすること

を推奨します。グラフで比較される情報を明確に表示で

きます。 

 

 

 

 

アクセシビリティーのヒント： 

アクセシビリティーは、コンピュータ画面に情報を表示する際に考慮すべき大切な要素です。弱

視力は別として、色覚異常はデータオブジェクトをデザインする上で考慮すべき要素です。 

 軸の凡例や文字には、8ポイント以上のフォントサイズを使用することを推奨します。 

 チャート内の色は、色覚異常を持つユーザーも識別しやすいような単色を用いることを推

奨します。 

 赤、緑、黄の色調や色合いは、色覚異常を持つユーザーが識別できないため、属性やオ

ブジェクトを比較する時は、これらの色を使用しないことを推奨します。 
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円グラフ 

使用例： 

円グラフは、最も広く利用されているデータタイプの 1 つであり、あらゆる業界で使用されています。円グラフの典型

的な使用例は、全体に占める比率をパーセンテージで表すことです。円グラフは至る所で使われていますが、最も意

見が分かれるチャートタイプの 1 つでもあり、情報を明確に伝えるというよりも、むしろ曖昧にしているという非難もあ

ります。しかしながら、その使用は根強く続いています。円グラフは、適切な方法で使用すれば、相対的な差を極め

て迅速に把握できる優れたツールになり得ます。 

 

円グラフが批判される主な理由 

 調査によれば、人間の目は角度の差を見分けたり、領域を比較したりすることが得意で

はありません。 

 円グラフでは、多数のデータポイントを使用できません。円グラフで 7つを超えるデータポ

イントを比較する場合、過密すぎるために異なる角度と色を区別することがいっそう困難

になります。 

 チャートの形状が丸いため、他のいかなる長方形のチャートタイプの棒グラフよりも、広

い画面領域を使用します。ダッシュボードではスペースに制約があるため、このことが大

きく関係してきます。 

 1つの比較に2つ以上の円グラフを使用することはできません。比率の違いを理解するこ

とがほぼ不可能なためです。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

7つを超えるカテゴリーの比較 

一般的なプラクティス： 

円グラフは大抵の場合、グラフ内に多くのカテゴリーを

表示する必要があります。ユーザーが角度を識別する

のが困難であることはさておき、それぞれに異なる色を

つけても、グラフの各領域を明確に区別することは困

難です。 

 

ベストプラクティス： 

円グラフ最適な使い方は、比較するカテゴリーが 7つ以

下の場合です。7 つを超えるカテゴリーを表示する場合

は、棒グラフの方が適しています。 

あるいは、小さな領域のカテゴリーを、「その他」という 1

つのカテゴリーにまとめることもできます。 
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円グラフにおける 3次元効果の使用 

一般的なプラクティス： 

円グラフに 3 次元の視覚効果を使用することは、意外

にもかなり一般的です。さらに、3 次元効果を使うこと

で、グラフが分解されています。全く関係性のないもう 1

つの「厚み」が追加されたことで、ただでさえ困難を要

する角度の比較がいっそう困難なものになります 

 

ベストプラクティス： 

いかなる場合も、チャート、とりわけ円グラフには、3 次

元効果を使わない方がよいでしょう。余分な要素は混

乱を招くとともに、ユーザーにとって直感的なものでは

ありません。 

 

一連のデータの比較 

一般的なプラクティス： 

一連のデータを比較する場合、ユーザーは時に複数の

円グラフを使用する傾向があります。人間の目は角度

を比較するのが苦手です。複数の角度を比較したり、

別々の円グラフにある 2 つ以上の角度を比較したりす

る場合も、その違いを理解することはほぼ不可能です。 

 

ベストプラクティス： 

一連のデータを比較する場合、複数の円グラフを使用

せずに、積み上げ棒グラフ、折れ線グラフ、矢印グラフ

といった他のチャートを使用すべきでしょう。 
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散布図 

使用例： 

散布図も非常によく使われており、データポイント間の相関や外れ値を示す上で有効な方法です。しかしながら、デ

ザインはデータに即したものでなければならないという共通ルールがありながら、不要な魅力を加えて過剰にデザイ

ンされることもあります。チャートの外観よりも内部のデータに重要性を持たせるためには、これは避けてよいもので

す。 

 

一般的なプラクティス：（直感的 vs 非直感的） 

非直感的 直感的 

散布図によるプレゼンテーション 

一般的なプラクティス： 

見栄えを良くしたいがために、散布図の点を 3 次元で

作成することがあります。これは不要であるだけでな

く、極めて近くに位置する 2 つの点を読み取ることが困

難になり、データの表示に使用するインクの割合を増

加させるので、避けるべきです。 

 

ベストプラクティス： 

チャートでデータを表示する場合、関連する第三の軸

がない限り、データオブジェクトを 3次元で表示すること

は避けるべきです。次元の追加による混乱を避け、

データを読み取りやすくするためです。 
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まとめ 

ビジネスの世界では、問題を解決して次のステップへと進むべく、誰もが迅速な回答を求めています。その場合に、

データ・ビジュアライゼーションが解決のポイントとなります。データ・ビジュアライゼーションでは、情報は最も公正か

つわかりやすい方法で提示する必要があります。そうすることで、ユーザーはデータの海の奥底に潜り、ビジネスに

とって本当に重要な魚のみを捕らえることができます。そのため、作成するチャートやグラフを入念に分析し、それら

が本当に目的を解決するのか、あるいは問題をいっそう複雑にしているだけなのかを見極める必要があります。ルッ

ク・アンド・フィールを向上するために要素を追加するのは良いことですが、情報を円滑かつ正確に伝達する手段の

妨げとなってはいけません。 

最も広く普及しているものの、我々が非直感的と考えるチャートは、情報の解釈を「迅速かつ容易」にするシンプルな

チャートに置き換えることができます。外観は、適切性と同様に慎重に検討すべき要素です。今日、BI 業界で激化す

る競争のために、メーカーは伝達する情報よりも、データオブジェクトの美的な魅力を強調する傾向にあります。しか

し、ユーザーやクライアントの獲得が最も重要であるとはいえ、データ・ビジュアライゼーションの力と、データ・ビジュ

アライゼーションが解決しようとしている潜在的な問題を示すことも重要です。従って、ビジネス業界の問題を解決し

ようとする上で、ユーザーが問題そのものを理解できない状況を回避するためにも、適切なプレゼンテーション技術

とデータ・ビジュアライゼーション・オブジェクトを正しく使用することは、最も重要な検討事項であると言えます。 
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