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図 表 現 の 基 本 自勺 方 法

製品科学研究所 渡英清華

図を ｢知識表現の手段 ｣として捉えると､言語と同じように興味深いテーマが浮かびあ

がるが､研究者も少なく､今だに研究分野として確立されていない｡筆者 らは今後 の情報

処理における図表現の役割の大きさを予測し､まず図表現 についての問題 を生理 ･概観 し

てみることを研究の出発点 とした｡以下はその中の図表現の最 も基本 となる方法 と表現形

式の大まかな分類についての試案である｡

1.図表現の特性 :

図は､人の恩考の基盤であ り知識表現の主要手段である音詩 とは､① 意味単位 を表す

記号 ◎ 記号間の関係の表現 の2点において性格 を異にしてお り､ここから双方の表

現枚能の違いがもたらされる｡ (表 1)

【 自然言語 】 【 図 】

意味単位 それ自体 とはかけ離れた姿の特定 文字 ､各席弁別記号､事象 と相似

意味単位 一次元 (時系列)の僻序配列の規 記号群 を配直 と線分等によっ.T開,

a)関係 則に従って関係ずけちれる-文法 係すけ､図形構過 として写 し出すi-1-

衰塊機能 ◎抽象的な意味内容の表現 × 抽象的意味内容の表現は難 し.t､さ
○ 事実命膚の連鎖によっ七､特 ･TJr.× 理解の筋道は基本的.に 蛭読取 る

定の.理解の筋道 を表現できる× .表象がしにくい 側にゆだねられる.ただ しこれは○包容力につながる○ 表象に特長

･× 多 くの意味単位.が多元的に関 ○ 図形 として表現されるため,全
係 し合う複雑な情報も､∵次 体の大まかな意味の..｣∵竃､部分
元配列を順次辿って表現 (哩 的意味の把握が自在に出来 る.

2.関係ずげの基本的方法 :

多彩な国を概観 してみると､図表現の諸形式は (訓こよって基本的枠阻みが形成されて

いることから､記号間の ｢関係 ｣ を図形 として表わす方法 をよ りどころに系統的盤理が出

来ないかと考えた｡

まず図では多彩な意味単位記号が用いられるが､記号間の

｢関係｣を表わす方法のみに注 目するため便宜的に点群で表

わし､また空間上に無秩序にバラまかれた状態を関係ずけが

一切なされていない状態 と仮定する｡

さて我々がこれらを何らかの観点から関係ずげ､ ｢図形表現上理解できる｣ ようにす る

ためには､どのような方法があるだろうか｡基本的方法 としてこれ迄に盤埋 した薦巣は下

記の通 りである｡
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1)配置による関係ずけ : これには2通 りの手段がある｡

A 遠近配置 (集める) B 配列配置 (並べる) ゲシュタル ト法則が働 く｡

2)図形の指示機能による関係ずけ

ィ.連冶図形 (結ぶ ) ロ.領域図形 (囲む､分割す る)

3)意味単位記号の表現による関係ずけ :

a 形状の差異による｡方向性も含める｡ b 寸法 (大きさ)の差異 による｡

C 表面処理 (色彩､バタンなど)の差異による｡
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3.3種の基本形式 (領域系､連結系､配列系)

ところで､我々は上記の関係ずけの基本方法 を意図 して使 い分ける｡ これは､それ らが

単に記号群を関係ずける働き (部分集合の形成 )だけでな く､ ｢関係の意味内容 ｣や関係

の横道を表わす上で､特有の機能を有しているためである｡ また基本方法 を組合せる場合

にも､特定の関係の意味や樵道に重きを置き､それ を表現するにふさわ しい方法 を主たる

よりどころとする｡このことから､多彩な図表現の形式 を大 まかに分類するに際 し､ ｢関

係 を表わす上で基盤 となる方法｣ という観点 をとり､まず下記 をあげた｡

1)領域系 :領域図形による表現 を基盤 をとして展開される図

2)連結系 :連結図形による表現を基盤をとして展開される図

3)配列系 :配列による表現 を基盤として展開される囲

なお､遠近配置 (集める)は､表現上の基盤 としては､識別容易な領域図形の方を採用す

ることが多いこと､また意味単位記号の表現による方法 は､他の方法の表現上の限界を補

うため活用されるため､図表現の形式を大 まかに分類す るレベルでは省 くことにした｡

領域系の図例
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配列系の図例

4.座標系の図

座横は設定された指標に基ずいて､空間内の位置 を特定す る仕組みである｡上記迄が原

則的にはあらかじめ理解された関係を表現する方法であるのに対 し､座標 を用いる表現で

は､関係は座標上に配置された記号群の位置関係を読み取ることで理解されるという点が

異なる く座梼上で読み取 られた関係を明示するために閲休ずげの基本方法が併用されるこ

とが多い)｡このような違いはあるが､数量的関係 を表わ し､また解析蔑何字的揖算や作

図操作を可能とするなど､他の方法と異なる特有の表現機能 を持ち､この仕組みを基盤 と

する形式は掻めて多い｡これらは座標系の固 く産標図 )としてまとめることにする｡

なお座標の原点は配列 という関係ずけの方法にあ り､その座標的用法 (例えば行列配列

で､行､列それぞれに意味を与えて指標 とし､意味単位記号 を配置する)における指標が

､分類カテゴリー - 定性的順序配列 - 数量 による頼序配列 .- 空間上の駐解 と

の対応 という過程でデカル ト座標の類に至るという見方も出来るかも知れない｡
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座横糸の図例

S.形象系の図

これ迄は意味単位記号の関係状態 を明示するという前提で図表現の方法 を考えてみた｡

しかし図表現には､個々の意味記号や関係 を理解する以前に､表現された図形の全体形か

ら関係構造の大まかな特徴や意味が把握できる､という利点がある｡例えば下回は､この

ような大まかな､またあいまいさを含む理解を前操 とする表現である｡我々は蔑何学図形

を含めて､外界から抽象したさまざまな図形群もまた知紙 として蓄積 している｡そしてそ

れらの図形に備わる構造的特徴を理解 していれば､それらを引き合いに出すことで 目的 と

する関係横道の特徴や意味の表現が出来る｡ただしこのような同型性に基ず く表現によっ

て他者に理解させるためには､共通の知識により関係構造の特徴や意味が大まかなりに特

定される図形を用いる必要がある｡

この種の表現は形象 (図形より広義 )糸の図としてまとめることにした｡
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形象系の図例

6.おわ りに

上記の他､図表現の展開として､意味単位記号､関係の敢度 ･方向性 ､多重関係､階層

構造の各々の表現方法､座標図の分類､図の組み合わせ､変形操作､思考の道具としての

活用､図の体系的活用､マン ･マシン ･システムでの図表現､等について検討 したが､今

回は図表現の基本的方法と形式分類の試案の大宰相介にとどめた｡ただ しまだェスキース

の段階にすぎない｡また短 くまとめたため鋭明不足になったことをお詫び したい｡

なお図表現の基本的力法 (要素の人為的関係ずげに与る固形化 とその認知 )についての

試案は､物理的な力による形の生成の仕掛みを研究する立場からも検討いただ く必賓があ

ります｡それにしても ｢.関係とは何か｣が基本的な問題 となるようです｡

1.出原栄一､青田武夫､潅美清華 :｢国の体系｣､日科技連出版､1987

2.出原栄一 :人間と図形首藤､ ｢コンピュータゲラツフイク論｣､日科技連出版､1987

3.脇本､他 :｢多変量グラフ解析法｣､朝倉書店､1983

4.寺野寿郎 :｢システム工学入門｣､共立出版､1985

5.J.ベルタン､森田希釈 :｢図の記号学｣､平凡社､1982

その他
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討論 くDISCUSSION)

凶表現 の基太 的方 睦

小川 秦 先生への回答

渥美 枯章 (工技院 ･製品科研)

2次元の表 (table)における､行 (row),列 ( columm)への項 目の配列

順序については､ご指摘の通 り､

1･序列があらかじめ規定されている場合

2･特定のルールによって序列が自ずから定 まる､場合

3･序列化のルールもしくは観点はあっても､それが困難な場合

4･序列化のルールや観点がない場合

などがあり､3.4.では作成者の判断や工夫が必要 とな ります｡た.だ し､このような判

断､工夫の努力は′､あいまいであった情報の構造 を明確にする､あるいは問題 に対する新

たな視点を獲得することにもつながります｡判断､工夫は作成者に求められ ますが､行列

表 に限らず､図はその思考を助成する役割 をはたす場合が少な くありません｡なお束生理

な行列表の項 目の並びかえ (構造化)は構造モデルを縮約するシステム工学の一方法 とな

っています｡

構造モデルの締約

状
定
的
分
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近
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僻
村化

C. 1:点集合の開係づけを集める､並べる､緒ぶ､囲むの4概念 (見方)で分

類されているが､順序づけ (又は番号づけ)という概念 (見方)はこの4つ
と岡等の重みをもっていると思 う｡上の r並べる｣の下郎構造に位するよう

な軽いものではないと思う｡順序づけは時の流れ､つまり図形に4次元性を

もたせる大事な座礁鞠の 1つである｡

地図上の蕉源地の時系列､クラスの生徒の試敦成練順､暮謙 etc.
2:カタス トロフィーの囲こそが､ あいまいな概念を数学的に厳密な形で義

現 したもので､あいまいな国の代表にとることは全 く正しくない｡

細矢 治夫 (お茶大 ･理 ･化学)
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1: ｢関係づけ ｣とい う視点か ら見 ると､ ご指摘の通 り順序づけほ重要な方法です｡ た

だ ここでは､ あくまで ｢二次元空間上の視覚表現で表す方法 ｣､ とい う視点か ら捉えてい

ます｡ 空間上に同時並存状態 として表 され る図形か ら､順序 とい う一次元的関係を読み取

らせ るための方法 は種 々あ りますが､ これ らを集約す ると､ やは り､ 配置 (並べる)､ 図

形の指示機能 (連結図形 )､ そ して意味単位記号の表現､ のいずれか､ あるいはその組合

せに依存す るとい うことにな りました｡ 番号づけは､意味単位記号に よる指示､ また楽譜

の ようなスコアは配置 による指示が基本 となっていると考 えます (これ らについては､ 図

の体系で触れてお ります｡ 今回ごく一部を紹介 したため､ 説明不足にな りました )｡ 順序

づ けは関係づけの概念 としては最重要な ものの一つですが､ ｢図表現 の方法 ｣という視点

か らは独 自の方法 として取 り出 しにくいと考 えます｡関係ずけの方法､ その ものに対する

分類 ということで あれば､ 先生の ご指摘の視点か ら別の分灯がで きる と思います｡

時空 4次元世界 に生超す るさまざまな現象に私達が捉 える関係は多彩です二 回表現はそ

の一 ･-･部を表現す る手段にす ぎませんが､ コンピュー タ ･グ ラフ ィックスとい う強力な武器

を手に したことで､ とくに順序､ もしくは時系列変化の表現が容易にな りました｡ ダイナ

ミクス を加 え､時空 4次元の関係表現 とい う視点か ら今回分類 を再度検討す る必要がある

ことは痛感 してお ります｡

2: 形象系につ いては､ 筆者 らの間で相 当議論 され ました｡結果 ここでは､ 1-4まで

の方法区分にはな じみにくい図で､ ①視覚表現上､ 意味の 単位 を表す記号 とそれ らの関係

を表す上で､他の方法のi:うに特定のルールに基づかない､ もしくは しぼ られない､ よ り

自在な図形 (形 )表現､ ②表現 された ｢形 ｣その ものが担 う意味が重要な役割 を担 う､の

視点 を併せて､ ｢包括的 ｣ にまとめ ることにな りました｡ ご指摘のカ タス トロフ ィの図は､

3次式 をもとに表 わされた とい う意味では座標系の方がふ さわ しい､ とい う見方 もあ りま

したが､表わされ た結果 と しての ｢図形 ｣その ものががよ く知 られ (カタス トロフィの型)

､独立 して理解の手段 とな っていることか ら､⑧の視点か らあえてこの区分に入れ ました｡

なお本文で ｢あいまいさを許す ｣としたのは､ この区分に入 る図に､意味の単位や関係

が分節化 されて明確に表現 されないものが多いためです｡ 短 くまとめ たため説明が片手落

ちにな りました｡.とは云 え先生の ご指摘 もあ り､形哉系については再考 したいと思います｡

また分常 を細か (すれば､ もっと納得のい く整理ができるか とも思 いますが､パースの

記号論のように､ ふくれ上がる恐れ もあ り､ また今回は問題碍超 とい う意味か らあえて強

引に 5区分に押 えま した｡ それに して も分類の難 しさを痛感 しました｡

C･2次元的な表(table)で行くrow)や列(coluHn)への項目の配列順序は事物をl

次元的に順序づけます｡客概的に序列が決っている場合もあれば､系統化が

困難であった り一義的でなかったりで一般的には作戦者の意図も押 し込むこ

とができます｡ どう序列化するかu図表の体系化自体の対象ではないのかも

しれませんが.‥ く当日は､時間の都合で発言しませんでした)

小川 奉 (筑波大 ･物理工)
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