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データフロービジュアル言語を用いた
多次元データ可視化手法の開発環境
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概要：情報を効果的に可視化するためには，データや目的に応じた可視化手法の開発が必要である．さら
に，可視化手法の開発には，可視化結果を確認しながらプログラムの改造を繰り返すプロセスが必要であ
る．本研究は，そのようなプロセスの効率化を目的とする．効率化には，1) 少ない記述量で書ける記法，
2) 読み取りやすい記法，3) 記述しやすいユーザインタフェースが必要と考えられる．様々な先行研究が効
率化に取り組んでいるが，2) と 3) については，改善の余地が多分に残されている．そこで筆者らは，利用
場面の多い多次元データを対象として，データフロービジュアル言語を用いた多次元データ可視化手法の開
発環境を構築した．その開発環境は，データフロービジュアル言語を用いることで，可視化手法の読み取り
やすさを向上させているとともに，記述のためのユーザインタフェースも直感的で記述しやすいものにし
ている．さらに，可視化手法の構成要素に基づいた部品を用意することで，様々な手法を少ない記述量で
書くことができるようにしている．被験者実験により，その開発環境によって，記述に要する時間を短縮
できるだけでなく，記述しやすさに関してもすべての被験者に好まれることが示された．さらに，ユース
ケースを通して，データフロービジュアル言語が可視化手法に対して高い表現力を備えることが示された．
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Abstract: Development of information visualization methods according to data and purposes is important
to visualize information eﬀectively. The development requires the process which iterates reﬁning the program
while conﬁrming visualization results. Our purpose is to make the process eﬃcient. We think that the process
needs 1) notation can be written in a few operations, 2) notation can be read easily, and 3) user interfaces
allow developers to describe visualization methods easily. Although some previous works addressed to make
eﬃcient, 2) and 3) still have room for improvement. We focused on multidimensional data which are often
used in visualization and developed a development environment using a visual dataﬂow language for multidimensional data visualization methods. Usage of a dataﬂow visual language improves easiness of reading
visualization methods and makes user interfaces for description easy and intuitive. Various visualization
methods can be written in a little time by providing building-blocks based on components of information
visualization methods. Through a user study, we show that our environment reduces the time for descriptions and all participants prefer our environment in regard to ease of description. Furthermore, through case
studies, we show that our language has high expressiveness for visualization methods.
Keywords: information visualization, GUI, development environment, visual dataﬂow language
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1. はじめに
情報可視化は，データの検索，モニタリング，分析など，
a)
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様々な場面で利用されている．いずれの場面においても，
対象データや利用目的に応じてデータを効果的に提示する
ことが，情報可視化の重要な役割である．情報可視化手法
の設計開発はその役割に鑑みて行われるべきであるが，開
発しようとしている可視化手法がデータを効果的に表現で

要件 2

様々な手法を記述できる．

要件 1-1 から 1-3 は，記述の効率化に関する要件であり，
要件 2 は表現力に関する要件である．
［要件 1-1］ 手法の記述に要する記述量や操作量を少なく
することで，開発時間を短縮することができる．

きているかどうかについては，その可視化手法を実装して

［要件 1-2］ 可視化プログラムの制作では，改造が繰り返

データを可視化してみるまでは判断が難しい．さらには，

し行われる．一般的には，このような改造は時間を置いて

データ分析の初期段階では，そもそもデータの分析と可視

行われることが多い．あるいは他人が作成したものを改造

化手法の開発が並行して行われることも少なくない．その

することもある．その際，可視化手法をどのように記述し

ため，情報可視化のプログラム制作では，プログラムの改

たかを再確認する必要があり，記述の読み取りが難しい場

造が繰り返し行われることとなる．

合には，再確認に手間取ることになる．

本研究の目的は，情報可視化のプログラム制作を支援す

加えて，近年では，複雑なデータを可視化するために，

ることである．具体的には，プログラム制作で行われる情

マルチプルビュー [6] などの複雑な視覚的表現が必要にな

報可視化手法の記述の効率化を目指す．ここでいう「情報

ることが増えている．例として，図 1 (a) のような 5 変量

可視化手法」とは，対象のデータを見る人にとって分かり

のデータを，図 1 (c) のように 2 つの散布図を用いて可視

やすい視覚的表現に変換するための手法をさす．なお，情

化する視覚的表現を示す．そのような表現では，1 つの値

報可視化の対象データには様々なものがある．我々の最終

を複数の視覚要素で表現することがあり，データと視覚要

目標は，それらすべてに対応することであるが，その第 1

素の対応関係が複雑になる．多次元データ可視化手法の記

歩として，利用場面の多い多次元データを対象とした．

述はこのような対応関係の記述に相当する．対応関係の記

従来，手法の記述に要する記述量や操作量を少なくする

述は，組合せが多いため難しいタスクであることが知られ

ことで，可視化手法の記述を速く行えるようにするツール

ている [7]．そのため，記述の読み取りやすさは，開発効率

キット [1], [2], [3] やツール [4], [5] が開発されてきた．し

に大きく影響する．

かし，我々は，操作量の少なさだけではなく，記述の読み

［要件 1-3］ 開発者の記述作業を阻害するような記述方式

取りやすさや記述のためのユーザインタフェースの使いや

は，開発の効率低下を招いてしまう．そのため，我々は，記

すさも重要な要件と考えている．これらの要件は，開発者

述に要する記述量や操作量とは別に，記述の行いやすさも

の記述ミスや知的活動にかかる負担の軽減につながる．近

要件として定義した．可視化プログラムの制作では，デー

年では，可視化対象のデータが複雑化しており，データと

タと視覚要素の対応関係の記述と，視覚的なパラメータの

視覚要素の対応関係も複雑になるため，これらの要件は特

指定が行われる．そこで，要件をさらに細分化し，それぞ

に重要となる．また，可視化手法の修正や改造を行おうと

れについて要件 1-3A と 1-3B を定義した．

する際に，コードやツールのユーザインタフェース中から
修正箇所を容易に把握できるようにする必要がある．

［要件 1-3A］ プログラムの制作時には，データと視覚要
素の複雑な対応関係の記述が必要となることがある．ま

そこで我々は，データフロービジュアル言語を用いた多

た，改造時には，1 度に複数の変更を行うこともある．こ

次元データ可視化手法の開発環境 Iv Studio を開発した．

のような場合，対応関係を書きにくい記述方式では，効率

データフロービジュアル言語を記述方式に用いることで，

が低下してしまう．

開発者が記述を視覚的に確認できるようになり，記述や改

［要件 1-3B］ データを，図形の色，大きさ，位置などの

造を行いやすくなると考えられる．また，可視化処理にお

視覚値へ変換する際には，対応づける色の範囲，大きさへ

けるデータ変換の流れを直接編集できるようになるため，

の写像，座標軸の位置など，いくつかのパラメータを指定

開発者が直感的に手法を記述できるようになると考えら

する必要がある．このような視覚的なパラメータは可視化

れる．

結果の見やすさに大きく影響するとともに，その効果の確

2. 要件定義
多次元データ可視化手法の記述方式に求められる要件と

認が欠かせないため，容易に指定および修正ができること
が望まれる．
［要件 2］ 我々は，現在行われているプログラム制作の代

して，以下を定義した．

わりに用いることのできる開発環境を目指している．その

要件 1-1 手法の記述に要する記述量や操作量が少ない．

ため，様々な可視化手法を記述できる高い表現力が求めら

要件 1-2 手法の記述を読み取りやすい．

れる．

要件 1-3 手法の記述を行いやすい．

可視化手法の表現力の高さとしては，対象データ，表現

要件 1-3A データと視覚要素の対応を記述しやすい．

空間，表現形式における多様性を想定している．データの

要件 1-3B 視覚的パラメータを指定しやすい．

種類は量的データとカテゴリデータのどちらも扱えるもの

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図 1 マルチプルビューの例．(a) データテーブル，(b) データと視覚要素の対応関係，(c) 可
視化結果

Fig. 1 An example of multiple-view visualization．(a) data table, (b) relationship between data and marks, (c) result of visualization.

とする．表現形式に関しては，出原ら [8] によると，我々が

短いコードで可視化プログラムを制作することができる．

日常的あるいは学術的に利用する図は，その形式面に着目

InfoVis toolkit [10] は，典型的な可視化手法や可視化プロ

することで，値を位置によって表す座標系，領域を囲うこ

グラムでよく使われる GUI コントロールを提供するツー

とで関係を表す領域系，いわゆる表の形式で関係を表す配

ルキットである．Prefuse [1] と Flare *2 は，可視化プログ

列系，要素間を線でつなぐことで関係を表す連結系の 4 つ

ラムを制作するための粒度の細かい構築部品を提供する

の基本系に分けられる．そこで，表現形式としてはこれら

ツールキットである．たとえば，棒グラフや散布図のよう

すべての基本系をひととおりカバーするものとする．ただ

な可視化手法自体を提供するのではなく，座標軸やカラー

し本研究では，先に述べたとおりデータ構造は多次元デー

マッパのような視覚値への変換方法や，円や矩形といった

タとし，表現空間は 2 次元に限定しておく．

視覚要素を構築部品として提供する．Protovis [2] は，抽象

多様性に加え，可視化を効果的にするためは欠かすこ

度の高いツールキットと抽象度の低い描画 API との間の

とのできないインタラクションも想定している．これに

ギャップを埋めるために開発されたシンプルな視覚要素を

関しては，マルチプルビューでは必須となる Linking &

提供するツールキットである．D3 [3] は，Protovis のコン

Brushing [9] の記述を可能にするものとする．

セプトに加え，開発環境や将来的な CSS への互換性を持

記述可能な視覚的表現を明確に定めることは容易でな

たせたツールキットである．このほか，可視化プログラム

いが，この要件で定めた表現力は，多次元データの可視化

の制作を効率化するためのデザインパターンの研究もなさ

手法の表現力という観点において，既存ツール Lyra [4] や

れている [11], [12]．

iVis Designer [5] と同等である．

3. 関連研究
可視化手法に限らずプログラムの制作にはテキストベー
スのプログラミング言語が広く利用されている．また，可

このような取り組みがあるものの，テキストによる記述
はデータと視覚要素の結び付きを理解しにくいという欠点
や，位置や配色に関わるパラメータの調整が行いにくいと
いう欠点が，文献 [4], [5] で指摘されている．そのため，要
件 1-2 と 1-3 を必ずしも満足しない．

視化手法に焦点を合わせると，ビジュアルインタフェース
によって記述するツールもいくつか開発されている．視覚

3.2 ビジュアルインタフェースによる記述

表現，可視化処理をデータの処理フローとして見ると，デー

ビジュアルインタフェースによって可視化手法を記述す

タフロービジュアル言語による記述方式も関連がある．本

る方法としては，複数の可視化手法を組み合わせる方法と，

章では，テキストベースのプログラミング言語，ビジュア

構築部品を組み合わせる方法が多く採用されている．

ルインタフェース，データフロービジュアル言語の，それ
ぞれの観点から関連研究を紹介する．

複数の可視化手法を組み合わせることのできるツールと
して，FLINA [13] や Improvise [14]，Snap-Together Visu-

alization [15] があげられる．FLINA では，利用者は，キャ
3.1 テキストベースのプログラミング言語による記述

ンバス上に座標軸を描き，データを割り当てることで，散

テキストベースのプログラミング言語（以下，単に「プロ

布図や PCP を組み合わせたチャートを制作することがで

グラミング言語」と記す）の使用を前提として，可視化手

きる．Improvise や Snap-Together Visualization は，あら

法の開発を効率化するための様々な試みがある．Process-

かじめ用意された可視化手法を互いに連携させることので

ing *1 は，プログラミング初心者に向けた開発環境であり，

きるユーザインタフェースを備えている．それを用いて，

*1

*2

https://processing.org/
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利用者はデータの分析システムを構築することができる．

Haeberli [19] はグラフィックアプリケーション構築のため

可視化手法の構築部品を組み合わせることで，新たな

の，Bencina [20] はオーディオプロセッシングシステム構

可視化手法を記述するツールも開発されている．GLO-

築のための，Kobayashi ら [21] は Vjing のためのデータフ

STIX [16] は，グラフ構造の可視化手法の要素となる 6 つの

ロービジュアル言語を開発した．Hansaki ら [22] は，デー

技術を部品として組み合わせることで，グラフ構造のため

タフロー図を描くことで SQL クエリを生成するツールを

の可視化手法を記述できるツールである．Lyra [4] や iVis

開発した．Zgraggen ら [23] は，棒グラフなどのチャート

Designer [5] は，データ，視覚値へのデータ変換，視覚要素

を連携させていくことで，データ分析を行うことのできる

といった可視化手法の部品を組み合わせることで，様々な

ツールを開発した．Gratzl ら [24] は，棒グラフや行列表現

チャートを制作することができるツールである．これらの

などの部品を組み合わせることで，チャートを構築しなが

ツールでは，ドローツール風インタフェースを用いて，座

らデータの分析を行えるツールを開発した．

標軸の位置や視覚要素の大きさ，色をインタラクティブに
調整することができる．

科学的可視化の分野では，古くからデータフロービ
ジュアル言語が用いられている．たとえば，DataVis [25]，

複数の可視化手法を組み合わせる方法は，利用できる

AVS [26]，GeoVISTA Studio [27]，SCIRun [28] があげられ

可視化手法があらかじめ用意されたものに限られる．一

る．この分野では，大規模なデータを高速に処理すること

方，可視化手法の構築部品を組み合わせる方法は，様々な

が求められている．そのため，これらのシステムは，デー

可視化手法を記述できるため，要件 2 を満足する．ただ

タフロー図を描くことで非プログラマが膨大なデータを高

し，GLO-STIX はグラフ構造の可視化を対象としているた

速に処理できるようにしている．

め，本研究の対象とは異なる．Lyra と iVis Designer は，

情報可視化の分野においても，データフロービジュアル

ドローツール風インタフェースによって要件 1-3B も満足

言語は用いられている．North ら [29] は，利用者がデータ

する．しかし，これらのツールでは，図 1 (b) に示したよ

フロービジュアル言語を用いてマルチプルビューの可視化

うなデータと視覚要素の対応関係を一覧することができな

手法を制作できるシステムを開発した．GeoVISTA Studio

いため，要件 1-2 について改善の余地がある．また，視覚

は，科学的可視化向けのシステムではあるが，散布図や

要素にデータを割り当てる際には，利用者は，視覚要素を

PCP [30]，SOM などの手法を用いた可視化アプリケーショ

選択し，パネルの表示内容を頻繁に切り替える必要がある．

ンの構築もサポートする．

このようなモーダルなユーザインタフェースは，利用者の

以上のように，様々なデータフロービジュアル言語が開

本来の作業の妨げとなる [17]．そのため，要件 1-3A につ

発されているものの，情報可視化手法の記述に着目したも

いても改善の余地がある．

のは開発されていない．科学的可視化が対象とするデータ
は，物理的な位置や形状などの空間的性質を備えることが

3.3 データフロービジュアル言語による記述

多いのに対して，情報可視化は空間的な性質を前提としな

情報可視化手法は，データを視覚的表現へと変換するた

い抽象的なデータを扱うため，表現上の自由度が高い．科

めのデータの処理フローによって記述できる．たとえば，

学的可視化向けの既存システムでは，空間的性質を直接的

散布図は，2 つの値を縦横の座標値へ変換し，その座標に円

にプロットするための座標系や，点や矢印などの構築部品

を描くという処理フローとして記述できる．データフロー

が用意されているものの，それらの構築部品だけでは，た

ビジュアル言語は，データの処理フローを表す図（データ

とえば，配列系や連結系の記述が困難であり，情報可視化

フロー図）を描くことで，処理フローの記述を速く直感的

における表現上の自由度の高さに対応できない．そのた

に行うことができる記述方式である．

め，科学的可視化向けのシステムはそのままでは，要件 2

汎用的なデータフロービジュアル言語を用いたシステム

を満足しない．North らのシステムや GeoVISTA Studio

として，Simulink *3 ，LabVIEW *4 ，Quartz Composer *5 な

は，棒グラフや散布図，PCP などのあらかじめ用意された

どがあげられる．これらのシステムは，プログラミング言

可視化手法を組み合わせるシステムであり，要件 2 を満足

語相当の演算処理を記述することができ，様々なアプリ

しない．

ケーションを制作できる．
ある分野に特化したデータフロービジュアル言語は，処
理フローを記述するうえで有効な手段であることが知られ
ている [18]．そのため，特化型の言語も開発されている．

4. Iv Studio
我々は，2 章で定義した要件すべてを満足するために，
データ，視覚値へのデータ変換，視覚要素といった可視化
手法の構築部品を，データフロービジュアル言語を用いて

*3
*4
*5

http://jp.mathworks.com/products/simulink/
http://www.ni.com/labview/
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/
GraphicsImaging/Conceptual/QuartzComposerUserGuide/
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表 1

既存システムとの比較

Table 1 Comparision with exsisting systems.
システム

要件 1-1

要件 1-2

要件 1-3A

要件 1-3B

要件 2





情報可視化手法の構築部品を組み合わせるシステム



データフロービジュアル言語を採用したシステム









Iv Studio









図 2



開発したデータフロービジュアル言語による記述例

Fig. 2 An example of a description by our visual dataflow language.

記述方式である．また，構築部品を直接結び付ける直感的

力）
，Year（年式）
，Weight（車重）の 4 変量のデータ*6 を，

な記述方式である．そのため，要件 1-2 と 1-3A を満足で

左上のように可視化する手法を記述した例であり，396 台

きると考えられる．可視化手法の構築部品を十分に用意す

のデータを表している．この例で記述された手法は，縦軸

ることで，要件 1-1 と要件 2 を満足できると考えられ，先

に MPG をとり，その左に横軸が Power，右に横軸が Year

行研究でも採用されているドローツール風インタフェース

の散布図を描画する．また，Weight を黄から黒のグラデー

を導入することで，要件 1-3B を満足できると考えられる．

ションを用いて表現する．さらに，レコードの選択状態を

3 章で述べたように，すでに，情報可視化手法の構築部

円の境界線を赤くハイライトすることで表現する．

品を組み合わせるシステムはいくつか提案されている．Iv

図 2 (a) から (h) の矩形は，開発した言語の構築部品を

Studio の新規性は，そのようなシステムのユーザインタ

表し，これらをノードと呼ぶ．ノードは，表 2 に示すよう

フェースにデータフロービジュアル言語を採用したことに

なノードの雛形（4.3 節で詳細に述べる）をもとに作られ，

ある．その一方で，科学的可視化を対象にしたシステムや

データの入力を受ける入力ピンと，処理したデータを出力

あらかじめ用意された可視化手法を組み合わせるシステム

する出力ピンを持つ．図 2 (a) はデータソースを表すノー

に着目すると，すでにデータフロービジュアル言語を採用

ド，図 2 (b) から (d) と (g)，(h) は視覚値へのデータ変換を

したものも存在するが，それらに比べると，情報可視化の

表すノード，図 2 (e)，(f) は視覚要素を表すノードである．

構成要素に基づいた構築部品を用意している点が新しい．

開発者は，データソースを視覚値へと変換し，その値を視

要件の満足という観点で，これら 2 種類のシステムと Iv

覚要素によって表現する処理フローを表すデータフロー図

Studio を比較した表を表 1 に示す．

を描くことで，可視化手法を記述することができる．
図 2 (a) は，各出力ピンから，ピン名に対応するカラム

4.1 開発した言語による記述例
図 2 に，開発したデータフロービジュアル言語による記
述例を示す．この図は，自動車の MPG（燃費）
，Power（馬
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のデータを出力する．図 2 (b) から (d) は，単軸のノード
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1983 ASA Data Exposition dataset
(http://stat-computing.org/dataexpo/1983.html)．
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用意したノードの雛形

Table 2 Provided node classes.

プログラミング言語で考えた場合，ノードの雛形はクラ
ス，ノードはクラスのインスタンス，パラメータはクラス

雛形の種類

ノードの雛形

変数，関数部分はメソッド，入力ピンは引数，出力ピンは

データソース

多次元データ

戻り値に相当する．ピンにはデータ型が設定されており，

データ処理

テーブルの集計，フィルタリング，集約

異なるデータ型のピンを接続することはできない．

視覚値へのデー

単軸，直交座標軸，極座標軸，大きさの凡例，

タ変換

カラーマッピング

視覚要素

矩形，円，扇，線，折れ線，多角形，文字列

汎用演算

四則演算，比較演算子，条件分岐

色演算

色の合成，HSB 表色系，RGB 表色系

幾何演算

2 次元ベクトル演算，凸包の算出

ノードは矩形で表現され，上部のヘッダ部分と，その下
の関数部分から構成される．接続関係を表す曲線の色は，
接続しているピンのデータ型を表す．
ノードのヘッダ部分には，ノードの持つ関数の挙動を連
想できるよう，ノードの接続状態やパラメータを反映さ
せた図を表示する（要件 1-2）．たとえば，単軸のノード

である．単軸のノードは，入力ピン In1 に入力されたデー

（図 2 (b) から (d)）は，単軸のアイコンを表示し，その横に

タを軸上にマッピングし，X 座標を出力ピン X1 から，Y

割り当てられているデータの情報を表示する．視覚要素の

座標を出力ピン Y1 から出力する．また，入力されたデー

ノードは，そのノードの描く視覚要素を表示する（図 2 (e)，

タをそのまま出力ピン Out1 から出力する．図 2 (e)，(f)

(f)）．

は，円を描くノードである．入力ピン X，Y に入力された

関数部分には，左側に入力ピンを，右側に出力ピンを表

座標に円を描く．入力ピン R は半径，入力ピン Fill は塗

示する．データの種類を読み取りやすくし（要件 1-2）
，接

り色，入力ピン Border は境界線の色，入力ピン BWidth

続できないピンを分かりやすくする（要件 1-3A）ため，ピ

は境界線の太さを受け取るピンである．入力ピン Visible

ンの色によってデータ型を表す．入力ピンには，接続され

は，円の表示/非表示を切り替えるピンである．円の出力

ていない場合のデフォルト値が指定されており，未接続の

ピン X，Y，R は，描画する X 座標，Y 座標，半径を出力

ピンはその値を表示する（図 2 (j)）．

する．これらの出力ピンを利用することで，開発者は視覚
要素の相対位置に別の視覚要素を描くことも容易に記述で
きる．図 2 (g) は数値を黄から黒の間の色に変換するノー
ド，図 2 (h) は真偽値を色に変換するノードである．
曲線はピンの接続関係を表す．図 2 では，縦軸 (c) に

4.3 ノードの雛形
表 2 のようなノードの雛形を用意した．データソース，
データ処理，視覚値へのデータ変換，視覚要素の雛形は，情
報可視化手法の構成要素に基づいて用意したものである．

MPG，左の横軸 (b) に Power，右の横軸 (d) に Year を入

これらの雛形は，情報可視化のリファレンスモデル [31] や

力し，その出力座標を (e)，(f) に入力することで，Y 軸を

視覚変数 [32]，Prefuse，iVis Designer，Lyra を参考に設計

共有した 2 つの散布図を記述している．Weight を (g) に入

したものである．これらの雛形を用意したことで，既存の

力し，その出力を (e)，(f) の Fill ピンに入力することで，

科学的可視化向けのシステムでは記述量が多くなる手法を

Weight を黄から黒のグラデーションを用いて表している．

簡潔に記述できるようにした．たとえば，視覚値へのデー

また，(a) の Select ピン（レコードの選択状態の真偽値を

タ変換の雛形には，座標軸として 3 種類の雛形を用意した．

出力する．4.4 節で詳細に述べる）を (h) に接続し，その

これらの座標軸では，軸上に数値を射影するようにデータ

出力を (e)，(f) の Border ピンに入力することで境界線の

をマッピングする方法のほかに，データをレコード順に均

ハイライトを記述している．(h) は，入力が真のときに赤，

等に並べるようにマッピングする方法も利用できるように

偽のときに透明を出力するように設定されている．

することで，配列系の表現を記述可能にした．また，単軸

4.2 開発したデータフロービジュアル言語の仕様

の記述や，図形の大きさで変量を表す表現の記述をできる

や大きさの凡例を用意することで，PCP のような座標系
ノードは 1 つ以上の関数からなり，さらにそれらの挙動

ようにした．視覚要素の雛形には，矩形や円などの図形の

を変更するためのパラメータを持つことがある．たとえ

ほか，連結系を記述するための線と折れ線，領域系を記述

ば，図 2 (b) から (d) のノードはそれぞれ単軸を表し，そ

するための多角形を用意した．これらの雛形から作られる

れらの位置や向き，長さなどはパラメータによって決めら

ノードを利用することで，開発者は，汎用的な演算処理を

れる．また，図 2 (h) の出力する色もパラメータによって

用いて可視化手法を一から書くよりも少ない記述量で（要

決められる．

件 1-1），可視化手法自体をノードとして用意するよりも

関数は，複数の入力ピンと出力ピンを持ち，入力ピンか

様々な手法を（要件 2）記述できる．一方，汎用演算，色演

ら入力された値を処理し，出力ピンから出力する．出力ピ

算，幾何演算の雛形から作られるノードを用いることで，

ンは複数の入力ピンと接続できるが，入力ピンは 2 つ以上

あらかじめ用意されていないデータの変換方法も記述する

の出力ピンと接続できない．

ことができる（要件 2）．

c 2016 Information Processing Society of Japan
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図4

ハンドルによる大きさの変更．この図では，バブルチャートの
円の大きさを表す凡例の大きさを調整している

Fig. 4 Changing the size by the handle. In this figure, the size
of the legend for radii of circles in the bubble chart is
tuned.
図 3 Iv Studio の画面構成．(a) ノードメニュー，(b) 編集領域，

(c) キャンバス，(d) パラメータパネル，(e) 直交座標軸のノード

や iVis Designer の良い点を積極的に継承した．開発者は，

Fig. 3 The screen structure of Iv Studio. (a) the node menu,

両方の先行研究と同様に，ドローツール風インタフェース

(b) the edit area, (c) the canvas, (d) the parameter

により視覚的なパラメータを直感的に編集できる（要件

panel, (e) the rectangular coordinate system node.

1-3B）．たとえば，キャンバス上の図形に表示されるハン
ドルを使うことにより，位置や大きさを直感的に調整でき

4.4 インタラクション手法の記述

る（図 4）．また，iVis Designer のように，ノード生成時

インタラクション手法の記述のためには，可視化結果に

にキャンバス上の視覚要素をクリックすることで，ピンが

対する閲覧者の入力を受け付け，それによって可視化結果

接続された状態でノードを作成できる．さらに，Lyra のよ

を変化させるための仕組みが必要となる．そこで，可視化

うに，視覚要素へ出力ピンをドラッグアンドドロップする

のためのデータの流れとは逆方向に，視覚要素からデータ

ことで，ピンを接続することもできる．

ソースにレコードの選択状態を伝搬する仕組みを導入した．
開発者は，レコードの選択状態をデータソースのノードの

4.6 データフロー図の記述支援機能

Select ピン（図 2 (i)）から取得することができ，それを入

開発した言語は，可視化手法の構築部品を組み合わせる

力データとして利用することで，様々なインタラクション

方法を採用しているため，可視化手法自体をノードとして

手法を記述できる（要件 2）
．たとえば，視覚変数に選択状

用意する場合と比べて，記述に要する操作量が多い．そこ

態を割り当てることで，選択状態にある項目を別のビュー

で，その操作量を減らすために，2 つの支援機能を用意し

でもハイライトする機能（Linking & Brushing [9]）を記述

た（要件 1-1）．

できる．また，フィルタリング条件に選択状態を割り当て

1 つ目は，開発者が異なるデータ型のピンを接続しよう

ることで，インタラクティブに条件を変更するようなデー

とした際に，型変換を行うためのノードを自動的に挿入す

タフィルタリングも記述できる．

る機能「型キャスト」である．たとえば，散布図の円の色
に数値を割り当てたい場合，データソースのノードの出力

4.5 ユーザインタフェースの概要
Iv Studio の画面構成を図 3 に示す．ノードメニュー

ピンを円のノードの入力ピン Fill につなぐことで，数値を
色へ変換するノードが自動挿入され，割当てが完了する．

（図 3 (a)）には，ノードの雛形が上部のタブに種類ごとに

もう 1 つは，関数間のピンをまとめて接続する機能「関

まとめられている．開発者は，ノードメニューからノード

数接続」である．開発者は，ノードの出力ピンの右側のス

の雛形を選択し，編集領域（図 3 (b)）をクリックすること

ペースをドラッグし，入力側の関数部分にドロップするこ

でノードを作成できる．ドラッグ操作によってピンを接続

とで，X と X1 や Y と Y1 のように名前の類似するピンを

することができ，ノードのヘッダ部分をドラッグすること

まとめて接続できる．

でノードを移動できる．ノード内の未接続の入力ピンをク
リックすることで，デフォルト値を編集できる．また，パ

4.7 実装

ラメータパネル（図 3 (d)）から，ノードのパラメータを編

開発環境は C++を用いて実装し，ノードの機能は組み

集できる．キャンバス（図 3 (c)）には，記述中の可視化手

込みスクリプト言語である Lua *7 を用いて実装した．Lua

法のプレビューが表示され，編集結果は即座に反映される．

は複数の戻り値を返す構文を持つことから開発したデータ

Iv Studio のユーザインタフェースでは，先行研究の Lyra
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図 5 ブロックインタフェース．(a) データパネル，(b) 変換ノードパネル，(c) 視覚要素ノー
ドパネル，(d) ブロックパネル

Fig. 5 The block interface. (a) data panel, (b) transform node panel, (c) visual node
panel, (d) block panel.

フロービジュアル言語との相性が良いため，ノードの機能

のノードに相当する．そこで，我々は，Lyra のブロック配

の実装に用いた．開発環境のエンドユーザも，Lua を用い

置の操作と同様の操作によってノードのピンを接続できる

て新たなノードの雛形を開発することができる．

ように，次のようなユーザインタフェースを実装した．

記述した可視化手法を，Lua のソースコードとして出力
できるようにした．そのため，開発した可視化手法を他の
プログラムへ組み込んで利用することが可能である．

5. 評価実験

左パネル上部にデータのノードの出力ピンのリスト，す
なわち，データカラムのリストを表示するデータパネル
（図 5 (a)）
，下部に座標軸などのデータ変換用のノードのリ
ストを表示する変換ノードパネル（図 5 (b)）を設置した．
右パネル上部に視覚要素用のノードのリストを表示する視

提案する開発環境と，従来の可視化手法の構築部品を組

覚要素ノードパネル（図 5 (c)），下部にピンの接続を行う

み合わせるシステムとの違いは，提案する開発環境はユー

ためのブロックパネル（図 5 (d)）を設置した．変換ノード

ザインタフェースにデータフロービジュアル言語を採用し

パネルと視覚要素ノードパネルを合わせてノードパネルと

ている点である．提案する開発環境および記述方式を評価

呼ぶ．データパネルは，データカラムのカラム名を，ノー

するため，データフロービジュアル言語を用いたユーザイ

ドパネルはノード名とそのノードの種類を表すアイコンを

ンタフェース（以下，DI と呼ぶ）と，従来形式のユーザイ

表示する．軸のノード（図 5 の PlotField1 など）のように

ンタフェースを比較する被験者実験を行った．この実験で

データ変換と視覚要素の両方の機能を持つノードについて

は，以下の 2 点を調査した．

は，(b) と (c) の両方に表示する．ブロックパネルには，選

調査項目 1 DI は記述を速く行えるか．

択中のノードの入力ピンを表示し，入力ピンの領域には，

調査項目 2 DI は記述の改造に有用か．

データがどのノードを経由して変換されてきたかを表示す
る．開発者は，ノードパネルの項目をクリックすることで，

5.1 比較対象のユーザインタフェース

そのノードを選択できる．また，接続先のノードをノード

比較対象のユーザインタフェースとして，図 5 のような

パネルから選択してブロックパネルにそのノードの入力ピ

ブロックインタフェース（以下，BI と呼ぶ）を Iv Studio

ンを表示し，ブロックパネルの入力ピンの領域に，図 5 の

上に実装した．画面構成や手法の記述方式は，先行研究の

矢印のようにデータパネルやノードパネルから項目をド

中でも直感的と考えられる Lyra と同じように設計した．

ラッグアンドドロップすることでピンを接続できる．出力

Lyra をそのまま利用せず，Iv Studio 上に実装した理由は，

ピンを指定する必要はなく，Lyra と同様にノードをドロッ

被験者にどちらのユーザインタフェースが本研究のものか

プするだけでピンの接続を行える．BI を用いた場合も，型

を分からないようにするためである．

キャストや関数接続を利用できる．

Lyra には，選択した視覚要素の色や大きさを設定するた
めのパネルが備えられている．開発者は，そのパネルに関

5.2 実験設計

連付けたいデータや視覚値へのデータ変換を表すブロック

被験者は，情報科学を専攻する大学生および大学院生

を画面左のパネルからドラッグアンドドロップすることで

（10 名）とソフトウェア開発企業に勤める技術者（1 名）の

可視化手法を記述できる．Lyra のブロックは，Iv Studio

c 2016 Information Processing Society of Japan
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表 3 実験のタスク

Table 3 Tasks in this experiment.
タスク

ユーザイン

タスクの内容

タフェース

1a

DI

1b

BI

BI の練習後，図 6 (a) の手法を制作

2a

DI

図 6 (a) の手法を制作

2b

BI

図 6 (a) の手法を制作

を用いて連携する．(b) 右図をバブルチャートへ変更し，円の

図 6 を (b) のように改造

色を半透明に変更する

3

DI+BI

DI の練習後，図 6 (a) の手法を制作
図 6 タスクの説明時に被験者に提示した図．(a) 左にバブルチャー
ト，右に棒グラフを制作し，左右の図を Linking & Brushing

Fig. 6 Figures shown to participants for explaining tasks.
(a) Participants create a bubble chart on the left and

はじめに，情報可視化に関する専門用語の解説と可視化
手法の記述の仕方の説明を行った．次に，表 3 のようなタ
スクを行ってもらった．カウンターバランスのため，5 名

a bar chart on the right. These figures cooperate with
each other by Linking & Brushing. (b) Participants
change the right figure into a bubble chart and make
circles’ color semitransparent.

の被験者には，DI の練習，1a，BI の練習，1b，2a，2b，3
の順でタスクを行ってもらい，残りの 6 名には，BI の練
習，1b，DI の練習，1a，2b，2a，3 の順で行ってもらった．
タスク中は，Iv Studio で被験者の操作履歴を時刻ととも
に記録した．被験者には，Yes/No で答えられる質問には
応じるが，
「どのように作るか？」といった質問には応じ
ないと事前に伝えた．また，タスク 1 の練習で使用した資
料を参照できるようにした．タスクは，単にバブルチャー
トや棒グラフを完成させることであり，図の配置や配色を

図 7

タスク 3 の達成基準となるデータフロー図

Fig. 7 A dataflow diagram for the goal of task 3.

厳密に同じにする必要はないと伝え，タスクをできるだけ
速く達成するように求めた．そして，被験者がタスクを達

の記述を完了するまで体験してもらった．チュートリアル

成したと判断した時点で，その旨を被験者に宣言をしても

やトレーニングの内容は，紙に印刷し，被験者に渡した．

らった．実験者は，必要なノードが生成され，それらが適

タスク 1，2 では，自動車のデータを図 6 (a) のように可

切に接続され，ノードのパラメータが適切に設定された状

視化する手法を制作してもらった．図 3 のデータフロー図

態をタスク達成と見なした（詳細な達成基準については，

は，この可視化手法を記述したものである．このデータフ

後述する）．タスク未達成にもかかわらず被験者が終了を

ロー図のノードの接続状態を達成基準とした．ノードのパ

宣言した場合は，実験者から未達成の旨を伝えるようにし

ラメータについては，棒グラフを作るための直交座標軸の

た（ただし，実際には行われなかった）．実験には，27 イ

ノード（図 3 (e)）の X 軸のデータのマッピング方法が，均

ンチ（解像度 2,560 × 1,440）のディスプレイを用い，全被

等に並べる方法に設定され，そのノードの Y 軸ともう 1 つ

験者が同じ PC を使用した．全タスク完了後，主観的な評

の直交座標軸のノードのマッピング方法が数値を射影する

価を得るために，5 段階のリッカート尺度（−2 から 2）で

方法に設定されていることを達成基準とした．記述の仕方

回答するアンケートを行い，質問項目に対して特記事項が

やユーザインタフェースに慣れた状態での速度を比較する

あれば自由に記述してもらった．実験は，1 人の被験者あ

ため，練習としてタスク 1 を設定し，タスク 2 で達成速度

たり，1 時間から 1 時間半程度で完了することを想定した．

の比較を行った（調査項目 1）．

タスク 1 の練習では，はじめに操作方法を解説するチュー

タスク 3 では，被験者の好みのユーザインタフェースを

トリアルを再生し，その後，画面の指示どおりに操作する

自由に使い，タスク 2 終了後の状態から図 6 (b) のような

トレーニングモードを行ってもらった．チュートリアルは，

手法に改造してもらった（調査項目 2）．図 7 にタスク 3

ユーザインタフェースの画面の説明や，操作方法を説明す

のノードの接続状態の達成基準となるデータフロー図を示

るものである．被験者には，チュートリアルを通して，基

す．ノードのパラメータについては，2 つの直交座標軸の

本的なユーザインタフェースの操作方法を学習してもらっ

ノードのマッピング方法がすべて数値を射影する方法に設

た．トレーニングモードは，目的の手法を制作する手順が

定され，図 7 中央のカラースイッチノードの False 時の色

1 操作ごとに画面に表示され，その指示に従い操作するこ

に半透明色が設定されていることを達成基準とした．被験

とで，被験者が手法の制作を体験することのできるもので

者は，画面上のチェックボックスからデータフロー図の表

ある．被験者には，このモードを通して，散布図，棒グラ

示を切り替えることができる．タスク 3 は，データフロー

フ，値を円の大きさで表す表現手法，Linking & Brushing

図を非表示の状態から開始した．つまり，DI にとって不
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タスク 2 の達成時間．緑が DI，青が BI の達成時間を示す．
右の図は，それぞれの達成時間を直線上にプロットした図で
ある

Fig. 8 Achievement time of task 2．DI is shown in green, and
BI is shown in blue. In the right figure, each achievement time is drawn as a small circle on the line.

図 9

アンケート結果．Q1 から Q6 は Iv Studio 全体に関する項
目，その他は個別の機能に対する項目である

Fig. 9 The questionnaire’s result．From Q1 to Q6 are items
about the whole of Iv Studio. Others are items about

利な状態から開始した．

each feature.

5.3 実験結果
図 8 に，被験者ごとのタスク 2 の達成時間を示す．タ
スク 2 は記述の仕方に慣れた状態での遂行を想定していた
が，被験者 C はタスク 2 中でも資料の参照に 1 分以上の時
間を要していた．このことから，被験者 C のデータは外れ
値と見なし，以後の分析では残り 10 名分のデータを対象
とした．10 名の達成時間の中央値を求めたところ，DI が

99.219 秒，BI が 132.003 秒であった．この 10 名について
ウィルコクソンの符号順位検定を行ったところ，有意水準

5%で有意差が認められた（T = 0）．加えて，DI が BI に
比べてどの程度速くなったかを計算した．その結果の中央
値は 23.7%であった．タスク 2 の結果から，DI の方が可視
化手法を速く記述できるといえる．
タスク 3 では，すべての被験者が，はじめにデータフロー
図を表示し，以降 DI を用いてタスクを行っていた．タス
ク完了後に，なぜ DI を用いたかを被験者に尋ねたところ
「構造が直感的に見える」や「データフローのほうが使い
やすかった」という回答が得られた．この結果から，DI の
方が記述の改造時に好まれるといえる．なお，当初は，DI
を選んだ被験者と BI を選んだ被験者とで達成時間も比較
する予定であったが，すべての被験者が DI を選んだため，
この比較は行えなかった．
アンケート結果の箱ひげ図（四分位数）を図 9 に示す．

図 10 基本的な表現系に基づいて記述した可視化手法の例

Fig. 10 Examples of visualization methods based on basic representation systems.

BI に対する評価項目である Q10 以外の項目に対し，中央
値で 1 以上の評価を得た．特に，Q7 と Q11 は中央値 2 と

め，可視化手法の記述例を紹介する．

好評であった．また，支援機能の型キャストと関数接続も
高い評価を得た．その他のコメントとしては「インタラク
ティブなツールが簡単に作れて便利」のような好意的な回
答が得られた．総合評価として，DI を用いた Iv Studio の
機能は好評であった．

6. ユースケース
開発したデータフロービジュアル言語の表現力を示すた
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6.1 基本的な表現系に基づいた可視化手法の記述
この節では，開発した言語により基本系それぞれの図を
記述できることを示す．
散布図や棒グラフのような座標系の基本的な表現を記述
できることは，図 2 や図 3 で示したとおりである．図 8，
図 9 も Iv Studio を用いて作成した図である．図 10 (a)
は，時間帯ごとの商品の売上数を扇型の半径で表した図で
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ある．このような極座標系の図を記述することもできる．

テーブルを持つ．これらのテーブルから，ノード (a) を用

図 10 (b) は，領域系の表現の例である．この図は，3 都

いて商品ごとに売上レコードを集計した．次に，ノード

市の気温のデータを，縦軸に気温，横軸に日付でプロット

(b) を用いて商品の売上の日時の情報を時刻（0 時から 23

し，同じ都市の気温を凸包で囲った表現である．囲いの表

時）に変換し，ノード (c) を用いて極座標軸上の座標を求

現は，凸包の計算ノードと多角形のノードの 2 つのノード

めた．そして，平均を計算するノード (d) を用いて重心を

を用いて記述した．

計算し，重心を円の座標に割り当てた．最後に，ノード (e)

図 10 (c)，(d) は，配列系の表現の例である．顧客ごとの

を用いて商品の売上数を求め，円の半径に割り当てること

商品の購入数を表している．図 10 (c) は，行列のマスの色

で，ChronoView を記述した．加えて，円を選択すると色

を用いて購入数を表している．2 つの単軸のノード，値を

を変更し，そこに商品名を表示するインタラクション手法

色に変換するノード，視覚要素のノードの合計 4 つのノー

も記述した（図 11 の赤枠内）
．

ドを用いて記述した．図 10 (d) は，行列のマス内の棒の長
さによって購入数を表現している．このほか，円の大きさ
や棒の位置を用いて値を表現する手法 [33] も容易に記述す

7. 議論
本章では，Iv Studio の効率性と，開発したデータフロー
ビジュアル言語の表現力の 2 点について議論する．

ることができる．
図 10 (e)，(f) は，連結系の表現の例である．図 10 (e) は，
自動車のデータを表した PCP である．各座標軸のための

7.1 Iv Studio の効率性

単軸のノード 7 つと折れ線のノードの合計 8 つのノードを

評価実験の結果から，DI の方が速く記述できることが

使い記述した．図 10 (f) は，左に自動車の燃費と馬力，右

分かった．このことは，以下に述べるように，ユーザイン

に年式と車重の散布図を描き，選択された自動車のみ，両

タフェースが備える 2 つの特徴と，記述中の手順を視覚的

散布図の対応する円を線で結んで表現する手法である．両

に確認できるという特徴による効果だと考えられる．

散布図の円のノードの出力を線のノードに接続することで

ユーザインタフェースの特徴の 1 つとして，DI ではディ
スプレイ上の狭い範囲で操作を完結できるということがあ

記述した．

げられる．それに対して，BI は Lyra の画面レイアウトを

6.2 ChronoView の記述

もとに設計を行ったものの，参考にしたレイアウトではピ

ノードを複数組み合わせることで複雑な可視化手法も記

ンの接続時にマウスカーソルをディスプレイの端から端

述することができる．例として，ChronoView [34] の記述

まで移動させなければならず，操作に時間を要することと

を紹介する．

なった．BI が DI と比べてピンの接続操作にどの程度時間

ChronoView は，タイムスタンプを持った多くのイベン

を要したかを被験者ごとに計算したところ，中央値は 6.728

トグループを可視化する手法である．各タイムスタンプが

秒であった．今回の実験では，大画面かつ高解像度のディ

アナログ時計を模した円周上に配置され，イベントグルー

スプレイを用いたため，差が顕著に現れたと考えられる．

プがタイムスタンプの位置の重心に配置される．このよう

もう 1 つのユーザインタフェースの特徴として，DI で

に，ChronoView には，データの座標軸上へのマッピング

はピンの接続先ノードの探索が容易なことがあげられる．

と，その座標値の集約が必要となるため，前節で紹介した

BI では，ピンの接続の際に，接続先のノードをノードパネ

可視化手法と比べて記述が複雑となる．

ルやキャンバスから探して選択する必要がある．タスク中

図 11 は，購買データを可視化する ChronoView を記述

には，目的のノードを探しまわるような被験者の仕草が観

した例である．購買データは，売上のテーブルと商品の

察され，タスク後に「ブロックパネルの内容が頻繁に切り

図 11 ChronoView を記述した例

Fig. 11 An example of a description of ChronoViews.
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替わり使いにくい」
，
「選択している間に何をしていたか忘

7.2 開発したデータフロービジュアル言語の表現力

れてしまった」とコメントする被験者もいた．このことか

表現形式に関する表現力としては，6.1 節で，図表現

ら，DI は，接続先ノードの探索に要する操作量が少ないだ

の 4 つの基本系のそれぞれを，開発したデータフロービ

けではなく，心理的な負担も軽減していたといえる．

ジュアル言語により記述できることを示した．このこと

記述中の手順を視覚的に確認できるという特徴によっ

は，Shneiderman ら [31] の提案した視覚的表現の構成要素

て，現在の作業を確認する時間，あるいは次の手順を考え

の分類，Marks，Connection，Enclosure も記述できるこ

る時間が短縮されたと考えている．このことは，定量的な

とを意味している．Marks で述べられている点や線，面は

測定は困難なものの，アンケート項目 Q7 の結果と「デー

視覚要素のノードとして用意されている．Connection と

タフロー図の完成形を思い描きながら作業に取り組んだ」

Enclosure による関係性の表現は，図言語の連結系と領域

というコメントが得られたことから推測される．

系の記述例で示したとおり記述することができる．

ユーザインタフェースの特徴から要件 1-3 に対し，視覚

対象データに関する表現力としては，開発したデータフ

的に確認できるという特徴から要件 1-2 に対して，DI が有

ロービジュアル言語が量的データとカテゴリデータの両方

効であったことが分かった．さらに，これらの要件が，手

を取り扱えることを示した．量的データについては，6.1 節

法の記述の効率化につながることが分かった．

の例で示したとおり可能であり，さらに，ChronoView の

しかしながら，
「データフロー図の整形が面倒だった」と

例を通して，時刻情報のような特殊な性質を備えた数値に

回答した者もいた．これに対しては，データフロー図の自

ついても取扱いが可能であることを示した．カテゴリデー

動整形機能などを設けることを考えている．

タについては，図 11 の赤枠内のように，値を表す文字列

タスク 3 ですべての被験者が DI を選んだことや，タス

を直接画面に表示することができる．また，図 11 のノー

ク後に得られたコメントの内容から，DI は手法の改造作

ド (a) のように，同一カテゴリのものを集約する手法も記

業において好まれることが分かった．ここからも，DI が

述できる．

要件 1-2 に対して有効なことが分かった．しかし，今回の

インタラクションを記述可能なことも，図 2 や図 3，

実験では，改造作業をどの程度効率化できるかについて調

図 11 を通して示した．Linking & Brushing や，選択した

べることができなかったため，今後，さらなる調査が必要

レコードのみ詳細な情報を表示するようなインタラクショ

である．

ンを記述することができる．

実験のアンケートでは，Iv Studio の機能はおおむね好
評であったものの，Q3 と Q4 の評価は他の項目に比べて

以上のとおり，開発したデータフロービジュアル言語は，
要件 2 で定めた表現力を有しているといえる．

低かった．Q3 が低い理由は，
「BI は使いにくい」という

さらに付け加えると，開発したデータフロービジュアル

評価が混ざっているためである．Q4 が低い理由は，低い

言語は既存ツールよりも高い表現力を持つ．ChronoView

評価値をつけた被験者が「Excel では 1 クリックで作って

の例で示したような，あらかじめ用意された変換方法を 2

くれるから」と回答していたことから，散布図や棒グラフ

段階以上組み合わせる記述は，1 つの変換方法と視覚要素

のような基本的な可視化手法を記述するだけならば，デー

の組合せしか行えない Lyra や iVis Designer では記述でき

タフロー図の記述は面倒と感じたためと考えられる．ただ

ない．仮にこのような記述を可能にしたとしても，ユーザ

し，Excel などの表計算ソフトウェアにはない特長として，

インタフェースがそのままではデータの流れを確認できな

Iv Studio はテンプレートに用意されていない様々な可視

いため，実際的な利用は難しいと考えられる．この例は，

化手法を記述できるという点を改めて強調しておきたい．

データフロービジュアル言語による記述が，Lyra や iVis

Iv Studio においても，基本的な可視化手法に関してテン

Designer よりも多様な可視化手法を記述可能にしたことを

プレートを追加することで，Q4 の評価を改善できると考

示す一例である．

えられる．
プログラミング言語との効率の比較も行った．情報可視

以降，開発した言語を用いて記述することが難しい可視
化手法について述べていく．

化のプログラム制作に慣れた 3 名の被験者に，それぞれ得

Bertin [32] の提唱した 8 つの視覚変数のうち，形ときめ

意なプログラミング言語を用いて ChronoView を記述して

の記述については，直接的には対応していない．条件分岐

もらった．記述してもらったコードから，IDE で生成され

などのノードを駆使することで記述することはできるが，

たコードやデータの読み込みのためのコードを除き，行数

データフロー図が複雑となり，あまり現実的ではない．た

を数えた．その結果，C#で 74 行，Processing で 110 行，

だし，これらの視覚変数に対応したノードの雛形を追加す

JavaScript+D3 で 65 行であった．制作に要した時間は，

ることで容易に対応可能である（エンドユーザでもノー

C#を用いた人が約 20 分，Processing を用いた人が約 45

ドの雛形を追加できる）．きめに関しては，一般的なグラ

分，D3 を用いた人が約 100 分であった．これに対し，Iv

フィック API のブラシに相当する概念を導入することで，

Studio では，5 分程度で ChronoView を記述できた．

より発展的な対応が可能になると考えている．
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開発したデータフロービジュアル言語は，レコード単位
の処理を基本としている．そのため，隣のレコードの値を

[3]

参照するような手法を記述できない．たとえば，1 つのカ
ラムについてレコードごとにデータを積み上げていくよう
な積み上げ棒グラフを記述できない．これに対しては，1

[4]

つ前のレコードの値を取得するといったノードを加えるこ
とで対応可能と考えている．
現在の実装で記述可能なインタラクション手法は，図形

[5]

の選択のみである．これについては，今後さらに拡張が可
能と考えている．たとえば，スライダバーのような GUI コ
ントロールのノードを追加することで，より多様なインタ
ラクション手法の記述が可能になると考えている．

8. 結論

[6]
[7]

[8]

本研究では，データフロービジュアル言語を記述方式に
用いた多次元データ可視化手法の開発環境 Iv Studio を開

[9]

発した．これによって，多次元データ可視化手法の開発に
必要なプログラム制作の負担を軽減し，開発プロセスの効

[10]

率化を図った．評価実験により，先行研究のようなデータ
フロービジュアル言語を用いない記述方式と比べて，我々

[11]

の記述方式は，記述を速く行えることを示した．また，手
法を改造するタスクにおいて，我々の記述方式が好まれる
ことを示した．さらに，ユースケースを通して，開発した

[12]

言語が高い表現力を持つことを示した．
今後の課題として，グラフ構造の可視化への対応があげ
られる．頂点のテーブルとエッジのテーブルからグラフ構

[13]

造を作るようなノードを追加することで，対応できると考
えられる．さらに，ループ構文などの導入により汎用的な
言語仕様へ拡張することや GLO-STIX のような構築部品

[14]

をノードとして用意することで，スプリングモデル [35] の
ようなレイアウトアルゴリズムの記述も行えるようになる
と考えている．

[15]

アニメーションへの対応も今後の課題である．この課題
に対しては，時間に応じて出力の値を変えるノードを追加
することで対応できると考えられる．別の可視化手法への

[16]

トランジションアニメーションの対応も今後の課題であ
る．開発した言語で記述した可視化手法には，データ変換
の過程が残されている．変換過程の違いを検出すること
で，Heer ら [36] の分類に沿った分かりやすいトランジショ

[17]

ンアニメーションの自動生成も行えるようになると考えら
れる．

[18]
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