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データの中に生活を見る
jValhan治ｕ

そう遠くない杵のこと、ウェプは悩慨の共有、発付、配布の場だった。しかし時代は変わった。ウェブ

はいま、佃に向かっている。自分自身とそのまわりのことをもっとよく知るために、習慣や行動を追跡し

て記録、分析するアプリケーションが毎月のように現れる。食べ物の好み、通勤、ネットの利川時Ⅲ、性

生活、月経周期、睡眠、気分、家計。ネット上でこれらを肥録できる。生活の何か一部分に目を向けて

みるとき、それを記録する何らかのアプリケーションが見つかることだろう。

パー又ナルデータの収集という行為は新しいものではない。1930年代のイギリスに、Mass

Observationという社会研究グループがあった。ひげ、まゆげ、卓のドライバーの怒鳴り声や身振り、戦

争記念碑での人々 の行動など、彼らは胤回をより深く班解するために、、術生活をきまざまな視点から観

察してデータを染めた。いまのデータ収典方法は1930年代よりも進化した。もはや鉛箪と紙のメモ帆、

手動カウンターの時代ではない。挑桁倣話やモバイルＰＣがあればデータは自動的に収集できる。サーバ、

データベースやデータウェアハウスと呼ばれる場所へ州報を一日中送り続けることができる。

データ収集技術の発逮に伴い、データストリームもまた、MassObsCrWitionの参加者が行っていた単

純な計測ではない、より並みをもつ何かに進化した。データをリアルタイムにアップロードできるように

なったいま、人々 は畑新の怖報を求めている。何ギガバイトものデータをただ提供するだけではI･分では

ない。みんなが統帥学祈やコンピュータサイエンティストなわけではない。みんなが巨大なデータセット

を調べたいわけではない。これはパーソナルデータを収集するときによく出会う課題だ。

データの収典方法と得られるデータは時代と共に変化しているだろうが、人々が求めるものは変わらな

い。つまり、自分自身とその周洲のデータを収集する人々 は、流れるデータの111にひそむ悩柵をより深く

理解したいのである。多くの嶋合、我々は数字そのものを追いかけているのではない。数字が意味する

ものに関心を持っている。ささいな迎いだが大馴なことだ。流れ込むパーソナルデータを受け入れ、効率

的かつ正確に処理し、専門家でなくてもわかりやすくｲjIMであるように梢慨を提供するシステムは、この

ような欲求から生まれる。数字の縦列を越えた何かが欲しい。データの中の物語を。

このようなシステムを組むには、分析とその結果の見せ方を、注意深く配蝿して没計する必喫がある。

我々 がＰＥｌＲ(１，ergonalEnvimnmOnm11mmctRcpmPt：パーソナル環境影御レポート）を火渋するにあ

たって、これは大切なことであった。Ｉ,EIRは、人々が環境にどのような影蓉を与えているのか、そして

環境が人々にどのような影響を与えているのかを、ミクロな視点で見るためのツールである。そしていま

開発中のプロジェクトＹＦＤ(your・flowingdata）は、自分自身についてのデータをマイクロブログサービ
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スのTwitter経川で集めることができる。

私はＰEIRで、フロントエンドの11M発を担当した。時IlIjの多くはユーザインタフェースとデータ可視化

に費やした。一方ＹＦＤのメンバは私ひとりである。私の責任範囲も当然変わってくるが、それでも秘の

関心は可視化という側而にある。ＰEIRとＹＦＤとでは、データの械類も収集方法も処理も異なるのだが、

同指すものは同じだ。個人にIiilけてデータを提供するために作られている。両粁とも綿満点となることは

意ljxlしていない。n々の決断が我々のﾉﾎき方に与える役荊の大きさに目を見開かせ、パーソナルデータに

ついて会譜を始めてもらうことを瞳岡している。ＰEIRとＹＦＤをiWliiに紹介した後は、この考え方を念

頭におきながら、パーソナルデータの収集、蓄積、分析について述べる。その後さらに、ＰEIRとＹＦＤ

のデータ可視化の投制･プロセスへ立ち入る。これはパーソナルデータの可視化全般に適用できる。究極

の目的は、個々人に彼らのパーソナルデータの中にひそむ美を兇せることだ。

ＰEIR(PersonaIEnvironmentalImpactReport）
ＰEIRは、ロサンゼルスにあるカリフォルニア大学組み込みネットワークセンシングセンター（CENS：

CenterfbrEmbcddedNetworkedSensing)の都市センシンググループ(UrbanSensinggmup).で開発

された。携術砿紬などのありふれたモバイル技術を用いて自分自身や周囲のデータを収集し、人々が周

囲との関係をよりよく即解できるようにすることをＲ指している。例えば、食べたものを自分で妃録して

栄縫l:からコメントをもらうことができるDietSense，家族のINI係や食耶など日‘INfのやりとりの核となる

特徴を、家族とライフコーチが記録するのを助けるFamilyDynnmiCs，近隣の歩行のしやすさと公共交

通機関への接続について、住民や歩行鍵好者が見つけた問題を発目するWalkabilityなどがあるｃこれら

のプロジェクトにはすべて、自分の抑帯だけで参加できる。冊報提供に利用するデータの収築には、カメ

ラ、GPS，加巡庇iil･などの挑帯内蔵センサーだけを使う。

ＰEIRも何棟の折針に従って作られた。参加将はCampnignrとよばれる小さなソフトウェアを挽桁に

ダウンロードし、バックグラウンドで地らせる。トラックをジョギングする、車で仕１１に川かける、スー

パーに買い物に行くといった日常生活を送ると、携帯が2分おきにＧＰＳデータを中央のサーバに送信す

る。データには緯庇、経度、高度、速哩、時間が含まれる。これらのデータから、環境へ与えた汚染風

と現境から受けた被曝皿を見積もる。環塊汚染センサーは必饗ない。代わりに、多くの抑帯芯蹄がすで

に側えるＧＰＳを用い、このデータを犬候などの状況とともに、実祉済みの環境モデルに人力する。殿後

に環境への汚染鼠と被哩量を可視化する。可視化で難しいのは、多くの人にとってなじみの薄い事柄に

ついて、その意味を伝えることである。１週iHjに1000キログラムの二酸化炭素を排川するというのはど

ういうことだろうか。多いのか少ないのか｡我々はユーザと、的を常に心に留めておかなければならない。

それがシステム姓iilFの、IIJ視化からデータの収典醤積までを方向づけるのだから。

YＦＤ(youmflowingdata）
バックグラウンドで動作する独自のソフトウェアを使うＰEIRに対して、ＹＦＤではユーザがデータを

Twitterへ稲械的に人〃しなくてはならない。Twitterは「いま何してる？」という非‘肘に簡潔な質間に符

えるマイクロプログサービスだ。ユーザはデスクトップアプリケーション、Ｅメール、インスタントメッ

セージ、そして（ＹＦＤにとって）一・併大'1IなＳＭＳから投稿する－より花確に商うなら「ツイートする」

寸ＣＨＮＳＵＴ･ｂｍＳ〔pnRillg･http:"urbnI1-c⑪n骨.ⅦＣｌn.Kpduノ
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ことができる。ＳＭＳを使えるということは、自分の拙柑からツイートできることを意味する。

ＹＦＤは、ＳＭＳが送れる珊所ならどこからでもパーソナルデータをツイートできるという、Twitterの

入力手段の豊富さを利Ｈ１している。現時点では、食習慣、体重、睡眠時1111、気分、トイレの時IHjを、狩

定のフォーマットでツイートすることで記録できる。ＰEIR同様にＹＦＤも、ささいなことが自分の生き方

に大きな影騨を与え得るということをユーザに示してくれる。ここでも、般叶段階ではユーザのことを常

に巷えていた。手でデータを術時入れてもらうモチベーションをどう維持するか。データ収染の苫揃をい

かに減らすか。データが紀蝕された後、ユーザと何をコミュニケーションすべきか。これらを念馴におい

て、まずはデータの収集から錨を始めよう。

パーソナルデータの収集
パーソナルデータの収典は、科学データの収典とはいくぶん通う。パーソナルデータの収巣は科学デー

タほど形式ばっていないし、火験案の統制された条件下で収集されるわけでもない。邪服が入ったり、

ネットワーク接続が不安定だったり、コンピュータが使えなかったりする現実11t界で、人々はデータを収

集する。ユーザはデータの卑門家とは限らないので、何か問題が起きた噛合に（問題が起こるのは避けら

れない)、どう対処すればよいのかわからないだろう。データ収集はユーザにとってできる限り耐潔でな

ければならない。押しつけがましくなく、直感的で、１１常′I稀の一部にしやすいように簡IIiにアクセスで

きるものであるべきだ。

データの収集を日常に組み込む

これが、携帯やパソコンと、ＹＦＤのデータベースとの間をつなぐ仲介役として、Twitterを採川した大

きな即111である。Twit唾rへはさまざまな湘末からツイートできる。柵柵からもツイートできるので、

ＳＭＳを送倍できる嶋所であればどこにいてもデータを肥録できる。何かが起きたときにその嶋で肥録す

ればよく、パソコンのある場所に行くタイミングを待つ必要はない。人は時川がたつと忘れるものだ。ア

クセスのしやすさが鍵である。

似たようなことはTwittcl･でなくＥメールでも火脱11J能だ。多くの拙桁ではＳＭＳをＥメールアドレス

に送ることができる。実際、これがＹＦＤのもともとの火装だった。しかしここで、データ収典の日附へ

の組み込みという課題に厳ち戻ってみよう。数面万人の人々がロ々Twittcrを使っているのだから、牒題

の一部はすでに解決している。Ｅメールも同様にl~I常的に使われているのでTwitterよ')慣れているかも

しれないが、この２つの本質はまったく違う。Twitterでは、何をしているのかを一日に何度も役柚する。

Twitterはこのロ的のためだけに作られた。サンドイッチを食べたり、散歩していたり、映画を見ていた

りするかもしれない｡膨大な散のﾕｰザが､征日この柵の州側をツイートしている｡一方Eﾒｰﾙは、よ

り１１'身のあるメッセージに適する。テレビを兇ているよ、と友達にメールを送る人は少ない。少なくとも

毎日、毎時間は送らない。

TWitterを使うと、この棚の投稿を日常的に受け取る。これをデータ収染に転用できると蝋しい･そこ

で、ＹＦＤでのデータ記録はTwitterの利用と同じ懸党になるようにした。例えば、サラミサンドイッチを

食べたときは画atesaIamisnndwich(サラミサンドイッチを食べた)‐とメッセージを送る。このような形

にすることで､データ収染が会鯖的になる。SQLのような司緬を新しく覚えなくてもよい。その代わりに、

仙の前に侭くキーワードを党えなくてはならない。先ほどの例では、．‘ate.‘がキーワードで"salami

snndwich，､が値であった。寝るときには単に‐goodnight‐というキーワードを送り、起きたときには
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ｇmorning"を送る。
■０

ある‘唖味、ＩI々 の投柚はＹＦＤよりもＰEIRのほうが簡単だ。ＰEIRはバックグラウンドで自助的にデー

タを収集する。ユーザは鵬帯のボタンを数回押して、ソフトウェアを起動するだけである。そのソフト

ウェアの開発にはそれ自体の難しさがあるのだが、その話は別の記珊とすべきだろう。

非同期なデータ収築

我々は、ＰEIRでもYFI〕でも非同期なデータ収巣が避けられないことを発兇した。人は凹心のある川

来ﾘＩが起きると、それを入力してアップロードしたがるものだ。ＹＦＤの糊合、ユーザはツイートに時刻

を入れる機能を求めた。ＰEIRの場合、ユーザは手動でGPSデータをアップロードすることを凱んだ。

いま述べたように、ＹＦＤのもともとのぢえは何か出来邪があったときに、ユーザはリアルタイムにデー

タを入力するだろうということだった。それがTwittCrを使う利点であり目的である。ところが、火際は

柵ifから'1,witterを使う人は少なかった。パソコンのある珊所に来るまでデータを入力しなかったのであ

る。TwitterへＳＭＳを送る哲でさえ、データの妃録をよく忘れた。一Ｈの終わりに全部のデータを入力

したがる者もいた。

当然ながら、いまのＹＦＤは時刻人力に対庵している。時刻付きのデータ入力もまた、できるだけ会譜

に近い形式にすることが大切だ。すべてのつぶやき（ツイート）には時刻がつけられる。例えば、‐ate

rongtchickenandpotmtoGsnt6:O0pm(午後６時にローストチキンとポテトを食べた)”とか、‐goodnight

nt23:００(23時就寝)..といった具合だ。時刻入力の文法は単純で、．‘athh:ｍｍ"をツイートの股後につけ

るだけである｡12時IⅢ炎妃だけでなく２４時Ⅲ表肥にも対応すると便利であることもわかった。そしてユー

ザが時刻を入力すると、それはもっとも雌近のその時刻を意味する。ききほどの．goodnight･･の例であれ

ば、ＹＦＤは1m近の夜であると解釈してデータを受け付ける。

もともとはＰEIRも、その岨でデータを収巣するために設計されたものである。すでに脱Ⅲlしたように、

Cnmpaignrはユーザの抑帯遜譜で動作し､GPSデータを我々 のサーバに定期的(最短で20秒ごと)にアッ

プロードする。ユーザ側は特に努力することなく、ＰEIRに参加するユーザー人あたり、一mに雌大で数

１．万の測定データが1¥られる。ＰEIRアプリケーションを一皮抑‘IMrにインストールすれば、数回のボタン

操作で簡１１１にアプリケーションが起動する。ところが'1M始してまもなく、ネットワークが常時つながって

いるわけではないということが判明した。拙帯キャリアの電波が入らない珊所は、どうしても存住するも

のだ。単純ではあるものの一・番簡単な対莱は、挑帯に芯波が届いているときにだけデータを収巣してアッ

プロードするというものだが、多くのデータを失ってしまう。代わりにキャッシュを設け、接続が回復す

るまで柵術のローカルメモリにデータを保存することにした。さらにもうひとつの選択肢として、同期

アップロードを一切せずにデータを収典できるようにもした。

喫は、物事が発生するそばからデータを収災するという前提は、実怖に合わないのだ。人はデータ入

力を忘れてしまうし、その場で記録するのが難しいこともある。とにかく、後でデータを入力できるよう

にすることが大事だ。これはデータ処理の次の段階である蓄積方法の設IIfに影智する。

データの蓄積
排械したデータで何をしようとしているのかを州に念頭に瞬いておくことが、ＹＦＤでもＰEIRでも大馴

であった。研究省の多くは、思いつきでデータベースの仕組みとスキーマを決めて、その給果データを処

理しにくかったりデータベースを拡張できなかったりして後悔することになる。ＹＦＤでの選択はそれほ

Ｉ
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ど難し<なかった。ほかのプロジェクトでMySQLを仙っていたということと、ＹＦＤの多くは複雑でない

in8ert文とselect文からなっているということから、秤揚に決められた。さらにデータは手入力で、

ＰEIRのように常にアップロードされるわけではないから、開発の初期段階ではデータベースのテープル

サイズも問題にならない。股も注意を払ったのは、折しいトラッカーを追加したときのスキーマの拡張性

である。それを考えながらスキーマを作った。

‐→方ＰEIRでは、より注意深くデータベースを11M発する必要があった。ＰEIRは敦分おきに数千回の地

即的な油節を実行する。そこでPostgrcSQLデータベースの地理オブジェクト拡扱であるPostGISを川い

た。MySQLにもＧＩＳと空1111拡扱があるが、ＰEIRのⅡ的にはPostgI℃SQLのPostGISのほうがより強固

であると判断した。

とはいえ、これでは我々のデータベース投計プロセスを耐jIiに説明しすぎだろう。もう少し補足が必要

だ。狐々は10人前後の大学院生からなるグループで、研究の関心はそれぞれ淵なる。そしてお察しの通

り、ＰEIRのそれぞれのコンポーネントで研究している。これが研究のやりかたに大きな影轡を与えた。

ＰEIRのデータは開始当初から分散してしまったのである。統-.きれたデータベーススキーマは1Mいず、

複数のデータベースを必要になるたびに作った。蒋定のデザインパターンに従うこともなかった。初期の

ころＰEIRに途中参加した汁は、どこに何のデータがあるのか、見つけるには誰に聞けばいいのかわから

ずにji惑う姑末。私も途中で加わり、そういう、にあった。この散在lⅢ題を多少なりとも解決しようと、

ついにはすべての開発を猟結して、ＰEIRの全パートにⅢわっていた一人の人川が、全貝のコードとデー

タベーステーブルを巧みにつなぎ合わせた。ユーザインタフェースの開発が始まると、このコードとス

キーマの統合は必須であったと実感できた。振り返ってみると、初期の段階でデータの蒋積について、よ

り時Ⅲlをかけて、よりiil･算された手法をとっていればよかったのだろう。しかしこれが大学院生の研究と

いうものだ。

グループIIIlの調整やコードの統合は、開発肴が．人しかいないＹＦＤでは１１１１題にならない。データベー

スのスキーマ、ユーザインタフェース、データ収集の仕組みを大騒ぎせずに変えることができる。そして

ＹＦＤでは、PythonのウェプフレームワークDjangoを使った。Djangoはモデル・ビュー・コントローラ

の手法を採用し、高速で効卒的な１１M発を可能にしている。というものの、すべてを私ひとりでやらねばな

らない。ＰEIRでは、グループの人材が統１１１．、コンピュータサイエンス、エンジニアリング、GIS，環境

科学など多様であったため、より多くのことをなしとげることができた。次の節で述べるデータ処理の釧

域において、それはより顕普だ。大きなグループで開発するのには、良い而も悪い而も確実にある。

データ処理
データ処理はパーソナルデータ収典システムの11t凶な鵡侭だが、ユーザの月にはまずとまらず、多くの

場合はIMI心も持たれない。神辿、ユーザはデータ処珊の納果に興味を捗っている。ＹＦＤはこのような状

況にある。一方PEIRユーザは、データがどのように処理ぎれるのかを知ることで恩忠を受ける。つまり

現境に与える汚染と環境から受ける被曝についてより深く知ることになる。

ＰEIRの分析コンポーネントは、GPSデータから汚染､:と被曝最を見積もる処即を初めとした一連の

サーバサイドの処理からなる。派確に1-ｔうと、処即は４つの独jZしたフェーズに分けることができる↑。

ｆＰＥＩＨ､http:"peir,Ccns・uclIM9du
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1．トレース袖正と注釈付け：可能であれば、迦路ネットワークと辿物Ⅸ両のデータを用いて地lXlを照

合するなどの推旭手法を用いて、誤差が多く欠落のある位慨トレースを冊11§、注釈付けする。これ

らの補正と注釈は推定であるから、当然誤差を含んでいる。

2.活動と位侭の分麺：補正、注釈付けきれたデータを｢移動中」または｢停止中」に自動的に分類するこ

とで、ユーザごとl｣ごとのモデル出力に最低限の悩報をつけ加える。データはさらに、停止時Ⅲlを堆

地に拠数の｢行程｣に分けられる．

3.状況推定：柵jli，分馴された位憧データを、天候、路而の状況、渋滞などのウェプ上の梢報源とlⅢ

合する。

4.被曝量と汚染武の計算：斌後に、粒度の細かい分類済みのデータと派唯データを、地理空間データ

セットとミクロ環境モデルへの人力にⅢいて、個人ごとにパーソナライズした推定値を提供する。

この4段階処理の結果を側ることがPEIRの目的であるものの、あるとき、汚染鼠と被曝戯をどのよう

に兇欄もっているのかということについて、ユーザがもっと知りたがっているということに気づいた。そ

こで、データのそれぞれの部分について、何パーセントの時間を高速道路上で費やしているか、移動中

の現地の天候はどうであったかなどの、処理の詐細を提供することにした。ざらに、すべての計測仙にiＭ１

して昨細な鋭明をつけた。ＰEIRの場合、推31･処靭を透明化することによって、ユーザーは周UiIをどのく

らい汚染しているかだけでなく、ユーザの行動がどのように環境を汚染し、どのように環境から被曝を受

けているのかも知ることができるようになる。当然、梢槻過多ということにもなりかねないので、どのく

らい多く（あるいは少なく）見せるかという点には気を使った。次の節でその川迦を扱おう。

データの可視化
一皮データが収巣、アップロード、処理されたら、ユーザがアクセス、ルド価、凋慌できるようにする必

要がある。ＹＦＤとＰEIRの主な設計目的は、卑門家でなくてもパーソナルデータを理解できるようにする

ことである。データは物iMiが見えるように示さなくてはならない。そして人川味が不可欠だ。私たちは統

,１１･的な戎やグラフにIMIわることがよくある。それらは非常に有益なものではあるが、その一方で、ユーザ

の興味が続くように、データを収架し続けるように、そしてサイトを継続してdMjれて、追跡している小柄

の進腿を確越してもらえるように、ユーザを巻き込みたい。データはユーザ自身についてのものであり、

彼らのロ常生活での選択を反映しているものだということを、ユーザが理解できなくてはならない。

データの可視化は物鍋だという考え方に私はひかれている。主人公はユーザで、物語には２つの形式が

ある。一方の物鍋は炎とグラフでまるで教科書みたいなもの。もう一・方は文脈があって関連があってやI）

とりがあって槻式があってiIjtIﾘjがあるという、小脱のようなものだ。どちらが良くてどちらが悪いという

ことではない。興味をひかれる教科書はたくざんあるし、つまらない小脱はそれと同じくらいたくざん(あ

るいはもつと）あるだろう。パーソナルデータを可視化するときには、教科許と小説のあいだの何かが欲

しい。叩実は提示したいが、誰が、何を、いつ、どこで、なぜといった、数字の文脈も見せたい。人IIU

は膿1Wに従う。無擬間に提,ｆすると、データは照炎愉になりがちだ。

ＰＥＩＲ

ｌＤＥＩＲでは科学的なデータを見せるという、やりがいのある仕事に出会った。二酸化炭素の排川最、商

濃庇の特定の化学物質にさらされた度合い、病院や学校といった被害を受けやすい嚇所への影響などで

’
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ある。汚染や被曝という再柴は、‘附会Wiには出てこない。多くの人は、１１jあたり1000キログラムの炭

素排出が多いのか少ないのかなど知らない。狩定の高濃庇化学物慨に１時IH1被蝋するというのは瞥通なの

だろうか。ＰEIRの可視化設計には、これらの疑問を取り入れた。結果のデータがすぐに班解できるよう

なものではないにしても、位置データという非常に直感的なものからすべてが導かれているということは

忘れないでほしい。おそらく物理空間内で自分がいる場所ほどに、すぐに理解できる租類のデータもあま

りない。そこで、地図を可視化の鵬点にして作業を始めた。

倫圏データを地図に表示する

ＰEIRを流れるのは位置にもとづくデータであるから、インタラクティブな地図がユーザインタフェー

スの中核になる。初めはGoogleMapgAP1を使っていたが、柔欲性を求めてすぐにやめた。代わりに

ModestMapgを採用した。これはFlashの１１１でタイルベースの地図を扱う、表示とインタラクションの

ライブラリで、ActionScript3.Oで爽盤きれている。ModestMIQpsはバンやズームなどの堆本侭能を綱え

る一方で、デザイナーや開発者が我示を簡単にカスタマイズできる。MicrDsoftやGoogleの地lXl，自前の

地図など、地図のタイルを簡単に切り枠えることができるだけでなく、すべてを一緒に使うこともできる

ように作られている。色、レイアウト、全休のスタイルをHII1に側雛できるのでデザイン性を問めること

ができるし、わかりやすく可視化できる。その柔軟性により、地IX1の上に独自の可視化嬰素を辿加したり、

補足として戦せたりすることもできる命粘局、我々 は地Ixlだけに冊まりた<はなかった。Modc8tMaps

はそれに必要な柔軟性を備えていた。

視覚効果の実験

峨終的な地側我示形式を決める前に、ＰEIRのデータをいくつもの兇なる方法で我示する爽験をした。

般川･フェーズの111でいくつかの条件を騒蝋に入れた。

．どうすれば地図をごちゃごちゃにすることなく、一度に多くのトレースをユーザが扱えるのか？

。どうすれば停止中と移動中のデータ群を同時に表示できるのか？

･全祁で４つあるミクロ環境モデルからどのように仙を表示すればよいのか？

･GPSのトレース、汚染獄、彼曝吐を表現するにはどの色を使えばよいのか？

･地同のタイルから離れて実際のデータに注意を向かせるにはどうすればよいのか？

多変数の位圃トレースを地図に描く

股計フェーズの初期の段階では、GPSのトレースを通常の位佃追跡で見るような方法で表示していた。

つまI)点と点を結ぶ単純な線である。これは、ミクロ環境モデルから1¥られる値を考職に入れる前の話だ。

地図もOpenStreetMapのタイルとModestMapsを使って単純に災装していた。GPSのトレースは恥色

で、位岡のみを表していた。行栂がどこから始まってどこで柊わるのかをユーザに知らせるために、終端

には円を描いた。

ある槻度まではこれで機能したが、すぐにもっと多くのデータを可視化する必要に迫られて形式を変災

した。汚染賊と被曝景に応じてトレースの色を変えた。色は5段階の赤にした。例えば二酸化炭飛排出賊

が多いほど暗い赤になる。同棟にユ酸化炭紫排出量の少ない行程ほど明るい赤になる。

採用したメタファは、環境に与える汚染品が多い行程ほど地図のｋでＲ立つべきというものである。そ
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の時点での災装の'11皿は、行職が地Ixlの|Lで'１１kたないことであった(IxII-1)。より明ゐぃ色も使ってみ

たものの、地閃上にすでに〃伍する色と、Ｉﾘlるい色の行侃とがぶつかり合ってしまったざらに、トレー

スをＨ立たせたい一方で、ユーザの月にも優しくしたかった，問胆を解決するために、地図上のすべての

行程を単色にして、円の大きさで汚染量と俄喉Iitを表すという別の地図描画方法を試したすべてのト

レースは白で、行fII1終洲を中心に描かれゐ11｣の大きさで環境モデルの値を炎す。大きな仙ほど大きな円

を、小さな仙ほど小さ刷りを炎ボする，しかしこの股,i１．はjWi命に終わった‘，

図1-1位置データと共に汚染量と被理量を爽示するためにさまざまな視覚効果を実験した。上の図は、耶前股計での

3つのイテレーションを示す。左の地図は二酸化炭素排出量を色で表したＧＰＳトレースである。中央(１t二酸化炭素排

出量を単色に塗りつぶした円の大きさで饗したもの。右はユーザがいつ静止していたかを示すＧＰＳデータを取り入れ

ると共に、色による仙爽現に戻したものだ（カラー図版１を参照〉。

トレースの終端のみで価を表現する場合の|川辿のひとつは、（Ｉ１かが起こった場所がそれぞれの行程の

堆後のほうであゐことを示しているものとユーザがどえてしまうことにある。しかしこれは$帆解だ行縄

の全休でｉｌＩかが』世きているということを,Jそざなくてはならない。人は移動中に必ず二酸化炭描を排出す

る。集めて目的地で放出するわけではない．

そこで、塗りつぶした|】Iの大きさでモデルのlIIiを表すのをやめて、色分けした行税にﾉﾉ‘した。哉計

フェーズのこの||純で、移動中と停l上中の２１K頬のGPSデータがｲ砿した。移動中とは、徒歩にせよ何

かに恥っているにせよ、ユーザが移動していることを激味するユーザが動いていない'111の体lkIlIは、机

に向かっているのかもしれないし、渋滞に巻き込まれているのかもしれない地図の上に雄1)つぶした円

を描くという考えを完全には捨てずに、停1ＭＪのデータ群を承すのに川いた。大きな円ほど災い期間を表

し、小さな円ほど畑い期|H1を表す。線で炎呪されゐ移動｢I'の行孫とIljl様に、砿りつぶしたlI1も適切に色

を変えろ,､例えば、ある!|＃定の化学物枇への彼曝蹴を色で炎すとき、伽述道路上で伸li:すゐとよ})多く

の被曝を受けろためにIﾘlるい''１として州かれるE，

しかし、地似1ｋにすでに〃在する仏とぶつからずにトレースをｕ,!/:たせるという、前と''１じⅢ胆に11#び

突き当たったｰトレースについてはすでに別の色を試していたが、地IxIそのものの色調を変えるというも

のは試していなかった。イ<動産の地図Truli11にﾉNf想を得て、地例のタイルをグレースケールにして、さ

らに色を反'砿した。これでもともと明あい色は11ル<、脳い色はIﾘlるくなる、もう少し洲¥し<,,兇Iﾘlすると、

近はもともと'1Wか．｣たので|ﾘjあいグレーに、そのほかの領域はlljlあかつたので蹄いグレーになったこの

I聯くした地凶のおかげで、色iOI･きのIﾘ｣るいトレースがｌｌ１Ｚったしかも地似|がグレースケールなので、地

側上の要奈とぶつかることも少ない(図1-2）ユーザは自分のデータと、道やそのほかの慨域を簡単に見

分けられるModestMnpSがこの柔軟性をもたらした
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色調を選ぶ

地図のタイルを町い･ｉｆ};tとし、行程を明るい色とすることを決めた後に、他う色を選んだ色は]K艇だ

緋定のｲ'耐iの出来'1iであるとユーザが認‘職する色もある例えば、赤はしばしば伸11名や１W方の危険を意

味する。緑は、緋に輔塊の観点からは、進殿や成災を通味する。

さらに、コントラスl､の,噺い色を使いすぎないことも大切だ。連続性がなく似ていない色は、カテゴリ

データであることを示唆する。しかしモデルの仙は述統値だ。従って我々は、かすかに濃淡のついた色

を採川した。初期の頃のバージョンでは緑の濃淡を川いていた。ところが、緑は良いことや環境に優しい

ことを意味するものだから、尚レベルの汚染や彼曝が緑であるのはおかしいとユーザからコメントをも

らったそれでもなお職の濃淡を使っているのだが、批色も取り入れた低レベルから高レベルに向かう

に従って、緑から蹴色へ少しずつ変わっていく＆汚染も被曝もない行蝿は''１で表される。

行程をインタラクティブにする

ユーザは数lmiもの行{''1を一皮に地lxlに炎,j:して、移肋の:例仙や汚蜘俄叫を概観できるが、｛|M々 の行

挫の僻細も雛み取れなくてはならない行税を地例に炎示するだけでは充分ではない．影動の状況がわ

かるように、行程をインタラクティブにしなくてはならない。

Ｉ〕EIRの地図上の行税にマウスを合わせるとその行程が強調表示され、他の行栂は背景にとけ込み|I立

たず、しかし完令にWiえゐことなく炎示されゐ１，１１Kしく述べると、遊んだiｱﾊＩの通|ﾘ股をﾄ゙ げあ一ﾉﾉで、

他のi州1を511Rfぼやかしている。この炎,ｆ効ML｛よ、・ﾘ･ンフランシスコのタクシーの肋きを'1｣洲化すゐ

CI1bspOttingからｲ池1を1りた地似l上の行祝をクリックすると、行{'11ログが1.1動的にそのｲ･】:慨までスク

ロールする。我々 のIj的はここでも、ユーザを汎乱させることなく、lIYIiImをごちゃごちゃにすることなく、

状況をできる限りユーザに伝えることにある

これらの機能はｊｌｉ然ながら、糎敢の行穏をあるIKI艇の戦までしか扱うことができない｡,例えば狭い航

城に政！'iのjをい行ｲｌＭがｲＭ;す為と、lilIiまりすぎて行fl1を選べなくなあ，タグや分砿など、ユーザが州ｊＩｊ

するメタデータを取り入れて、この11M題を改牌しようと,II1IIliしてい為。

Ｆ，

Ｌ』 蕊護漂浮

図１．２現在の地図表示方式では、カラーフィルタを用いてデータを目立たせている。地図はもっぱら背景の役翻を黒

たし、ヒストグラムは汚染と被噸の大小を表す、このヒストグラムは地図とリンクしていて、ユーザがヒストグラム

の林をなぞると、対応するＧＰＳデータが地図の中で強訓される“
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分布を表示する

Ｉ〕IWRは地似|の右側に、選んだ行程の汚染と彼曝の分布を,jﾐすヒストグラムを表示するヒストグラム

は．Ｉつあi〕、それぞれが側々 のミクロ環境モデルに対応する。ユーザが行陛ログから行程を選択するとヒ

ストグラムも自動的に切り祥わる。汚染や被曝の多い行程の場合、ヒストグラムは右に偏る1.1様に汚染

や俄曝が少ない行報のjﾙ介、ヒストグラムはﾉ【ﾐに偏る。

，Li初、批々 はヒストグラムというものは、統iIl･で広く仙われていぁのだからｲ１．１１１なのだあうと抄えてい

たしかしＰｌ！'Ｒの｣ﾙ介、そうでもないことがわかった。ヒストグラムによって梓られゐil1il粥よ')もl{､I惑

のﾉﾉが、実際には大きかった。ヒストグラムがｲi益だと答える人も試用汁の中に多少はいたが、多くの人

は横軸が時間で、縦軸が汚染量や被曝量を衣すものと思い込んだ二全休の分布よりも時系列のパターン

に|Ｍ１心があるようであったそこで時系列の雑グラフに変更した（似'1-3）これで汚染獄と被曝Iitを一

週ⅢIごとの時系列で1,,L為ことができるようになった

二酸化炭紫排出量(キログラム）

ｇＪ２
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特定の化学物賀への被爆(時間）
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図1-3値に基づくヒストグラムよりも時系列の杯グラフの方が効果的であることがわかった‘

パーソナルデータを共有する

値を比較するもうひとつの手段として、ＰEIRはFaCebookの友人と汚染壁、被曝量を典ｲｉできるよう

にしている。共ｲ『を通じてWIの絶対値を解釈できゐようにな')、側心を{'１吋値に移してあれこれ思いをめ

ぐらせることができる１()00キログラムの-Ｗ２化炭紫は多いように兄えるが、他のユーザと比lll綱-為こ

とでその侠解をlEすことができる典々 のＦ【,“l)(x)kアプリケーションを他うと、このアプリケーション

をインストールしてい」Zj他の』k人との比絞を鵬約した値が恥CCbookのプロフィールページに炎,J：される

(似11-‘I)。

ＰI§ＩＲのFacebookアプリケーションはユーザの汚染最と被曝敬、そして友人の汚染量と被曝雌の平均

を怖グラフで表示すゐ。さらに全休の中のlIlii位も兄せZ,。汚染と恢|鵬の少ない州まと'順位が尚<なる｡

そしてアイコンもまた状＃１１に応じて礎わゐ，１脚が多いと、たくさんの州を111:きIl'す伽突のアイコンにな

あ汚染が少ないと、ビーチと,!『空が現れる

ｌ)EIRのインタフェースに活を戻すと、ユーザは個人のプロフイールベージに加えてネットワークペー

ジも持っているネットワークページは前週の汚染と被曝の順位を見せると典に、友人がどう順位付けさ

れているのかも見せ為jIt小の汚染と被曝を求めてユーザに順位を上げてもらいながら、友人にもまた改

牌してもらおうというのがI1的であゐ。汚染や波曝が何キログラムとか1ｌｊｌｌ抑Ijという拠際の蚊'jP:は、雌初

は戯味がよくわからないしかし順位なら初めから没に立つ。ビデオケームをプレイしていあときにケー

ムのスコアが何かを愈味し始めるのと同じように、ユーザがより商い噸位を追い求めるとき、”ＩＲのミ

クロ環境モデルの航も意味を持ち始める



データの可視化’１１

（ＩＰＳのデータは・切｣Ｗｊ･誉れないということに制意してほしい．災々はデータのプライバシーに１Ｍし

ては非常に真剣;こ収I)組んでいるし、多ﾉくな努ﾉJを払ってデータのプライバシーを守っているネット

ワークページで汚染戯と被曝量だけを兇せているのは、このためである
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図1-4ＰEIRのFacebookアプリケーションでは、汚染量と披暖量を共有して友人と値を比較できる（カラー図版３を

参照)。

ＹＦＤ

PIdIRが一兄わか})にくいデータを扱っているのに対して、YFl)はその対極にある。Ｙ１，，は｢I常会諦

の・部に現れるデータの記録を支援するしかしPEIRl向I様にYFI)も、生活の中の小さなことがよく見

えるようにすることを狙っている小さな選択の儲み菰ねが大きな影獅を持つこれを'１｢脱化しなければ

ふらない。

Ｆ始めに、liiIに述べた1M↓題のひとつに"↓ろう我々 は、ユーザにはﾘﾛ紫にツイーl､してもらい、パーソ

ナルデータの収典をiU1liのTwiLtel･利川の'11にうまく細み込んでもらいたいと袴えていゐ。データを収巣

したいという気持ちはどこから湧くのだろうか。何を食べたかとか、睡眠の習慣をなぜ記録するのだろう

か典惟に対してもっと'’1償を持てるよう、痩せたいのかもしれない机で居眠I)しないよう、もっと眠

りたいのかもしれない逆に描欠の'''1に似せてしまったから、もっと太りたいという人もいるだろうあ

るいは湛過ぎるせいで、起きたときいつもぼ一つとしているのかもしれない。他にも叫味深い理由がある

だろう。動機はさまざまなれど、パーソナルデータの収典にそれぞれの理111がああのはlﾘjらかだ。ＹＦＤ

はその動機をよく兇え為ようにして、ユーザが忘れないようにする。どんな食事iljﾘ限をしても、どんな'|睡

眠改稗プログラムを伏しても、彼ら1'崎がｲﾐ､11に望まないMllI)は礎わらないのだからIxI1-5の両而の12

のﾉﾉにﾉ<きく炎,】：した決迩炎明一IwI1nttoiltintomy,)ｉ１ｎｌｓ－８１Ｉ１()『tIM,、.（･向#ちのズボン全部を脳け
るようになりたい)‐を見てほしい
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YＦＤは動機を目立たせて表示する（カラー図版４を参照)。

体'1kなどそれぞれの|､ラソカーのページでは、’''1:近の川来111をlIIljImのI部に炎示していゐということに

も触れておきたいこれにはいくつかのll的があるひとつは、ユーザがデータ値をツイートすあたびに

奥新されるので、Ｗ、にログインするといつでも最新の状態を見られるということもうひとつ、ＹＦＤ

へのツイートをTWitter使いの1~l常としてよりうまく組み込んでもらうために、Twitterらしさからあま

り遠ざかりたくなかったということ、雌後に、このデザインの逃択はＰＥ１Ｒでの維験に負うところが大き

いということ。ユーザは時系ﾘの11『ＩＭ化を川緋してい為ように思えゐので、YIi'1)のIり．ＩＭ化のちくも時系

列にしていあ

ひとつだけ例外がああ、気分と忠↑Iiiのトラッカーだ(図1-6）皆がそうであるように、感情というもの

は非常に複雑なものである。幸福を、悲しみを、緊張を、どのように数値化すればいいだろうか：感情を

グラフや放｛Iliで表現するのは、」ビし<ないように思えたそこで代わi)に、ソートしたタグクラウドを使

うことにしたどことなくこれがI'|然な感じがすゐいよく起こ為感↑I‘iは、あま'ﾙ世こらない鵬|)'iよりも大

きく炎示される。｜)'1発の初lUI段階から、ＹＩ１１Ｉ)のｌ､ラッカーはすべてモジュール分けしてあるが、ユーザ

の生活のダンシュボードとすべく、すべてのトラッカーをいつかは統合する計両でいる。この牒俄のト

ラッカーは、全体の中心となるだろうつ実るところ人'''１がすることというのは、どう感じているか、ど

う感じたいのかに突き勅かされているのだから。
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図1-5体重や食11Fを記録する理由は人によって異なる。
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図1-6ＹＦＤでは感慨も追うことができる。ＹＦＤの他のトラッカーと違い、感情のページには表もグラフもない。よ

り自然な可視化のために単語のクラウドを選んだ。

まとめ

データの可視化は分析と技術的な粘果がすべてであることが多いしかし、イキにパーソナルデータの

収染においては、それにとどまる必要はない胤分自身についてのデータを集める者は、ツミ際の値を追い

かけなくてもよい夢<の場合、彼らは出てきた結果とその脚分間ｲ『のデータを用いて、1.1分白身をどう

改稗するかに１１M心がああそれをﾂﾐ現すゐために、１１｣.視化されたデータの中にただのデータ以上のもの

を)J‘せる必要があゐ。彼らは|,|分１，１身を｣,j､なければならない。人ﾉk'よ似維だ。データは人ﾉﾋを炎す。ユー

ザはその襖雑さをどうにかして理解したい償,データや11螺を劫しくかみくだこうというのではない。デー

タの､I視化を通じて学ばせ、興味を持たせたいのだ。一度関心を排てぱ、データをさらに深く掘って探

求する手段を与えることもできる。より正硫に,了うなら、そのデータの''１に埋もれた彼らのﾉ|輔を探求し、

J'11解する乎段である物１１冊をきちんと濡れるかどうかは、統訓･学総ｺﾝｭー ﾀ･り･ｲｴﾝﾃｲｽﾄ､股

,il･片の111にかかっている

参加するには

現時点では１，皿(もＹｌ‘'1)も招待制であゐもし参加したいという』ﾙ合は、我々 のサイI，「http$"peil､‘

【℃ns.ucIa・cdu」または｢httI)://your・I1owing(l〔,1,.ｃｏｍｊを如雁にIJjれてもらいたいＩ)EIR研究グループと

協業して新しいモデル、戦略、、｢視化を収I)入れたい方は、あるいはＹＦＤをよ1)良いものにするアイデ

アを持っている方は、足非それをお聞かせ願えると嬉しいｰ
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璽章

ビューティフル・ビーブルー
ユーザの存在を忘れることなく

データ収集の手段をデザインする

Jbna的ａｎＦｂ"e肱Ｍａ肋eＷＨｂｊｍ

はじめに：ユーザへの共感がこれからのデザインの基本原則
ユーザが欲しいもの、必要とするものを常に意識しよう。ユーザエクスベリエンス（ＵＸ)デザインとし

て知られる分野を11[くこの原則は、当たりI1iIすぎる那柄であると思われている。故新的なデジタル新製品

の側発考や、いまあるシステムを改良している技術将なら碓もが､何をいまさらという顔をする｡「そりゃ

そうき、この製齢を使う人がいるんだから！」

ユーザ中心デザインのやり方に従えば、製品の使い勝手が良くなる、顧客満足度が高まる、フリーダ

イアルにかかってくる芯話の数が減るなど、大きな恩恵を受ける。ところがこの一見簡単そうな助言はい

つでも聞き入れられるわけではない。データ収集のときには特にそうだ。

ＵＸとは何か？

ＵＸは分野横断的な折興領域である。製品やサービスを人々が労せず理解して使えるようにデザインす

ることを目指している。ユーザがシステムに合わせるのではなく、システムをユーザに合わせて提供する

わけだ（図2-1を参照)。ＵＸの専'’'1家と呼ばれているのは、ビジュアルデザイン、インタラクションデザ

イン、インフォメーションアーキテクチャ、ユーザ・インタフェース・デザイン、ユーザピリティなどの

現場で日々ＵＸを火脱している人や、ＵＸの研究肴などである。ＵＸは人的要閃やコンピュータ・ヒュー

マン・インタラクションと強く結びついている上、民族学や心理学までも利用する。要するにＵＸの卑門

家は、ユーザの声を代弁する。通常、ＵＸのデザイン技術はデスクトップアプリケーションやウェプアプ

リケーションに適川される。しかしＵＸを将及させようとする人たちは、博物航の鵬示や小売店での間い

物など、あらゆる似雑なエクスベリエンスのデザインを指して広くこの司策を用いることだろう。

ＵＸのベストブラクティスをデータ収集に適用する利点
データ収集の分野では、ユーザ・エクスペリエンス・デザインの敢要性がこれまでにないくらい卿して

いる。いちばん大切なデジタルリソースであるデータは、人々と、人々の行動からもたらきれる。だから

デザイナーと側発将は、１９１分たちが典めたいデータについてだけ巷えていてはいけない。彼らのことを常

に考える必典がある。ネット上で彼らからデータを集める方法として一僻使われているのはもちろん、あ

の嫌気がさすようなウェプのフォームだ。フォームほど、ビジネス上の価値を秘めていながら、ページの

訪問肴にとってつまらなく、飽き飽きさせるものはない。



ＵＸデザインはエンドユーザをブ．ロセスに組み込む

1６１２章ピューディフル・ピL-ブル

ユーザエクスペリエンスのリミ務什として、我々はIＩ々、たくさんのI伽I|畷からウ塁ブのフォ･一ムを通じ

て典めたデータと向き合っているそこでは、フォームの的確なビジュアルデザインが人々からのデータ

収集に多いに興献するさまを幾度となく見てきた二すべてのフォームデザインプロジェクトで排ちこがる

課題がある人々からデータを収集するのは簡噸であるものの、良いデータを収典するのは、ことのほか

雌しいものになＩ)うるという､二とだフォームのデザインは１K災でああ（例2-1を参照)。‘受け収ゐデータ

の品賀にl'‘賊)il；柳をおよぼす'り．能性がああフ:１－ムを適切にデザインすれば、よ')正確で、よ｝)Ⅱ的に

かなったデータが雄まる

デジタル製品はビジネスと技術の観点を中心に

開発されることが多い

１１１

坐,!i陸響竺 Ｑ
ユーザの

Ｐ

ビジネス技術

ニーズと動機ルールと

目的

ビジ

ルー

目

図2.1ＵＸのデ･リインブロセスで(‘k、ユーザのニーズに後付けで対応しない。ユーザニーズ、ビジネス要求、技術的

実現性にデ･リインの段階で取り組む。

洲発
『
二

プロジェクト：あるラグジュアリー新製品のための顧客調査
我々 は、Ｕ1.1MmWallnceASgoci111eSというマーケティング・コンサルテｆング・ファームが実施する

ネットルリ代を肌,iiけI班〕た。あ為ラグジュアリー新製IWiへのMiWW)IMI心をiIllあうとすあものだ('､1:秘施筋に

ﾙ11れないよう、，j１１代の賀lIIl頂11の’1叫にIM1しては、この恥を通じていくつか細かい変更をした），1M僻ｉ

象となる人々 は、その製品の最終消費汁と同じ年代の、５５歳から75歳の怖洲な仙人である。

クライアントが妓初に選んだのは、閲メール調査ではなかった。UrbanWI111aceAssociatGs(ＵＷＡ)は、

ユーザの

ニーズと動擦

それではなぜ、人々はフォームの頂{lを埋めて、我々が必災とするデータを人ノルてくれるのだろうかｓ

デザイナー、側発什としての我々 が、人々 に働きかけてより効率的に、効果的に、ｉＥ確にデータを入力し

てもらうにはどうすればよいだろうか‘

ここで、ああケーススタディをiWI介しよう。シンプルなう･Ｉ－ムデザインの例だ。ＵＸのベストプラク

テイスと、ユー･ﾘ，に望まれないアンケートのｌｎＩ符半を上げるための服理を収り入れている。

デジタル製品



データ収渠に伴う特有の課題１１７

すでに対蚊とするグループに対してf､話澗在を拭みていた『,ＵＷＡ社長のRogcrUrbanは訂う･「通術、

35％前後が留守番髄錨です。ところがこのグループでは、８０％以上が闘守俗nM門だったのです。碓かが

咽餓を取ったと思うと、たいていは家政蝿でした｣。

近路では満足のいくターケットユーザの標本が得られなかったので、クライアントはＥメールを使うこ

とにした。このコミュニケーション方法を選んだ理由のひとつは、調査対象の裕柵なグループではＥメー

ルが光分に粁及しているからである《,迷惑メールフィルタというＥメール狩有の砿があるにせよ、まだ今

のところは、Ｅメールを彼らの代わりに統む人を凧っていることはほとんどない。金持ちといえども、自

分宛てのメールは自分で開く。

UrbanWaUaceAssociatcsは、あるＥメールマーケティング会社と契約して、配信先リストの作成と

巾前輔従を支援してもらい、ざらにメールの配僧とⅢ跡を依頼した。受個折がメールの本文に書かれた

リンクをクリックすると、ウェブブラウザ上で糾在川のランディングページが開き、データベースに'''1審

を帯横する。そのページを作成するために我々に両がかかった。この仕､nで枇々が･芥気を使ったのは、

アンケートページに参加しやすい雰囲気を醸し出し、より多くの回答者にフォームへの人力を完了しても

らうことだった。そしてもうひとつの仕事は、データの取得と同時にリアルタイムに結果をレポートする

ためのシンプルなインタフェースを、クライアント向けに作ることであった。

データ収集に伴う特有の課題
アクセシビリテイ、侭紬性、ユーザのモチベーションなど、データの収典にはそれ特有の課題がある。

これらの問題が、我々のデザインにどう影響するのだろうか。

アクセシビリティヘの挑戦

ウェプのアクセシビリティとは、｜Ⅲ胆や障蒋を抱える人々 であってもページやサイトを利用できるIIE合

いのことをいう。アクセシピリテイを唱える人々は、ハンディを持つ人が利用できるようにサイトをデザ

インすれば、万人にとってさらに使いやすいサイトになるとよく言う。我々 の回符者は定年退職が迫って

いる、あるいはもう過ぎてしまった人々 である。年齢に伴う視覚障害が現実的なⅢ1組である我々 の珊合は、

アクセシピリテイは単なる机上の噸総ではなかった｡およそ72％のアメリカ人は、４５蝿の時点で視他陳

桝をl脈える。

差別的に受け取られるのを恐れてあまり口にはされないが、もうひとつの年齢問題がある。成長過秘で

身近にコンピュータがあった培い人々 に比べて、年のいった人ほどコンピュータやインターネットを使わ

ず､使えたとしてもより苦労するということである（･般的に､収入の多い人ほどコンピュータやインター

ネットを利川するので、災々の標本グループではこの年齢による影御が少ない)。解りにくいデザインの

アンケートは回答者を惑わし、Ⅱ§確な梢協の人力を妨げる。というよりも火のところ、回答してくれない

だろう。自分の顧客を知れ－この穂のプロジェクトすべてにいえることだが、批々 の場合も、この砿典

な格闘を忘れることなく仕邪を進めた。

認知への挑鞠

アンケートを鏡めなければ符えられないといったように、アクセシビリテイは槌能的な問題である。そ

の一方で我々のプロジェクトは、本質的により感怖的な問題、つまり回答将がアンケート実施肴とアン

ケート項ｕをどう受け止めるかという問題にも直而した。
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慣頼を築く

ネット上に愉慨を公I１Ｍすると深刻な結果が雌じうることを、インターネットユーザはよく知っている。

スパムが期えるといったささいなことから、Ｎｉ蹄勧誘される、詐欺やＩＤ盗難のジャンクメールが来ると

いったことまでさまざまだ。そのため、ネット上でマーケットリサーチをしようとする者にとって、信頼

を築くのは大事なことである。今回の製舶と、我々の調森に対する反応は、全体として姫終的には非常

に好怠的なものであったものの（僻細については後ほど述べる)、何人かの参加者は、なぜその製IWCに関

心がないのかと尋ねたとき、以下のようなFi柴を返してきた。

｢信用できない会社だから｡」

｢聞いたことのない会社だから｡」

｢(その製品の)‘前伝文句が侭じられない｡」

｢商くて買えない。１Ｍjできない。旨っていることが良すぎて、かえって嘘に聞こえる。この製IWIにつ

いては、もう『二腿と」メールを送らないでください｡」

これらの反応は、ネットーヒで信用を築くために我々が進まなければならない道のりの腿さを示してい

る。より煎要なことは、このケースの場合、災々は凋先をしているのであって、「何も｣光っていないのが

明らかであるということだ。クライアントのRogerUrbanは、「売り込みに見えるようなことは一切やり

たくない」と最初から耐っていた。アンケートを実施しているのがどんな会社なのか人々が知ることがで

きるように、そして彼らの仙人怖報は集めておらず、それゆえ彼らに再接触はしないということをわかっ

てもらうために、UrbunWallaceAssociatesへのリンクをわかりやすい場所におくのは必拠であろう。

唯一･の問題は、クライアントがIul答荷それぞれの居住地の調従を、アメリカの州レベルで求めていたこと

だ。そのため、築こうとしている信ﾙﾘを鵬つけることなく、その怖報を取得する方法を探さねばならな

かった。

アンケートの長さ

我々 が大いに心を砕いたもののひとつが、途中でIuI群暦を離脱させないようにすることであった。初期

の段階でクライアントと枇々 は、アンケート両面を１ページに収めることに合意していた。複数ページに

した棚合、より多くの我慢を回答者に強いるだけでなく、「次へ｣ボタンをクリックするなどの余jl･な操作

が必要になる。アンケートが回答者に何か行為を求めるたびに、Iul審者は考える。このきらなる努力に見

合う行為なのだろうか、ここでやめてしまおうかと。問題はもうひとつあった。アンケートの畑初から最

後まで、「見かけ1ｔの」股Ⅲ1数の多さにＭ符茜をひるませるのは避けたかった。複数ページに分けても、

あるいは１ページに多くの投I川が詰まっているように見えても、IuI答者が離れてしまうⅡ『能性が高まる。

正確なデータの収集

可能な限り正確なデータを収集すること。これが今回のアンケートをデザインするときに批々 が考慮し

た、緋に砿要なIⅢ胆であった。当たり前のように聞こえるかもしれないが、実際は難しい。彼火な参力１１粁

から側稗を引き出せるようにフォームをデザインしなければならない。そしてクライアントを叫ばせよう

とする無意識の欲求に影響されてはならない（この種の調査によくある落とし穴だ)。意見の収果と、発

送のための住所入力などには通いがある。住所は本質的に管理系の怖報であり、発送データの峡り検証
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はiWiII1.にできる。意見データはそもそも主観的なので、これといった検祉方法がない。この京では、意見

闘従のためのデザインと、１¥られたデータの科学的iW価についての譜には深く甑ち入らないが、いくつか

の111冊と、正確な回答を得るために我々のチームがlざした決断についてこの後縦錨する。

動機付け

ここまで、さまざまな懸念について錨ってきた。回柊粁がフォームを利Ⅲできないということがないよ

うに、批々を悟頼してもらい雌後まで回群してもらえるように、たくさんの償lIIlJ0mで彼らをひるませな

いように、そして回答に無意臓の影御を与えることが決してないように。最後になってしまったが、あら

ゆる闘従においておそらくは般も並要な部分について、まだ触れていない。それは、いったい彼らはなぜ

参加してくれるのだろうか、ということである。空き時'111に仕耶をこなして、ひとつの仕伽で数ドル、あ

るいは政セントを稼げるＡｍ”onのMcchani“lTurkとは通い、参加してお金がもらえるわけでもない。

Ⅱに見える利益がないとき、人を動かしてアンケートに回杵する時間をとってもらうにはどうすればよい

だろうか、

我々のデザインについて
これまで、データ収集プロジェクトに幹有の、いくつかの淵とし穴について述べてきた。ここで少しの

Ⅲ１，タイポグラフィ、ウェブプラウザの玩換性、動的なフォーム要紫なども含めて、我々のデザインの製

点について縦講する。

デザイン哲学
ユーザの及応を得るためにデザインするときは、手がけている'111組をユーザの視点からとらえることが

欠かせない。プロジェクトの技術的な制約に忙殺されて、利用音ではなくコンピュータが扱いやすいよう

にデザインしてしまいがちだ。しかしフォームのデータは人によって能動的に'kみ出されるものであり、

センサーや他の入力から受動的に生成されるわけではない。我々の質問にどのように同答するか、あるい

はそもそもIu1答するかどうかを、参加荷に決めてもらう必饗がある。従って、参加将のデータを収集する

方法は非常にin要だ。

このプロジェクトでウェブフオームをデザインするにあたっては、網壷に協力してくれる人のモチベー

ションと、クライアントのビジネス目的との釣り合いをとるように注意した。クライアントの主なビジネ

スゴールは、ターゲットユーザが新しいラグジュアリー製品に関心を持つかどうかを見極めるためのデー

タ収典にある。これをユーザ$lj心デザインの視点に袖ってＭ杵播をアドバイザーとし、さらには潜在的な

将来のⅦ群としても01'心的な役荊に位佃づけることによって、ユーザ中心デザインに焔づく決定とクライ

アントのビジネス月的とをビタリと一致させた。

デザイン上の決定の枠組みとして我々が用いたいくつかの折針がある。

ユーザを尊敢する

プロジェクトを通じて人IIIlll1心にデザインするためには、感怖面でのユーザの反唯を拶える必要が

あった。参加してもらうよう脱得するには、まず我々が彼らを静ｉｎしていることを示ざなくてはなら

ない。ユーザは馬鹿ではない。彼らは潜在的なMn客だ。直感的に皆そのことを知っているｃしかし

この原則をいともたやすく忘れてしまう。ユーザに近づくときに敬意を衣しているならば、筏々は必
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然的にアクセシビリテイが商<、使いやすく、理解しやすいデジタル製姉を作りたくなることだろう。

商業からレイアウト、技術にいたるまで、この拠点は我々のすべての決断に影秤を与える。

実在の人物を思い浮かべる

ターケットユーザについてのマーケットリサーチやユーザの職珊環境を観察して、完全なユーザプ

ロフィールやペルソナ（人物像)を彫り出すといったことは、時IIIl的な、あるいは予算的な制約が厳

しいプロジェクトの場合にはできないこともある。この鳴合、同じターゲット咽に属する、自分が本

当に力になりたいような爽征の人を思い浮かべるという「ケリラ的｣なＵＸテクニックで、ユーザに対

する共感を生み出してデザインーヒの決断を助けるという方法がある。思考をそちらの方向に向けるた

めに、我々もそういった代理のペルソナをいくつか持っていた。年をとった自分たちのＩｌＩＩｊ親や、かつ

てのビジネスの帥など、よく知っている人々だ。まず鋪一歩として、これらの人々が我々のデジタル

製肋を使っているところを想像してみる。我”は彼らのうちの親しい何人かに協力を求め、デザイン

の聯前テストに協力してもらった。

岐後になるが、人間は必要とあらば自分の行動を、およそあらゆるデザインに適応させることができる。

ＵＸのIＩ的は、ユーザの行助を適晦させることなく、より快くより簡皿に、人々が製品やサービスを使い

たくなるようにデザインを峨適化することにある。

フォームレイアウトのデザイン

通常、いかにフォームのデザインがきれいであっても、それでユーザが大喜びするわけではない。人々

がフォームの項目を埋めるのに熱中してくれるような、デザイナー向けの万能薬は存在しない。それでも

フォームの炎しさは砿要だ。明快な妃述とビジュアルデザインは、迷わせることなく視線を導くことで

ユーザの退川さを軽減し、アンケートへの回答を途11'でやめることなく、般後までたどり新かせる効果が

ある。良いフォームデザインは、デザインそのものにF1を留めさせることがなく、ほとんど存在を感じさ

せない。人々から正確な情報を収典するというフォームの鋪一・のｕ的を術に尊重する。フォームのデザイ

ンは、心地よく、プロフュッショナルを感じさせる必要があるが、多くの珊合、ビジュアル1mにおける工

犬は、他の大多数のウェプページに比べれば控えめで実川的なものに見えるだろう。フォームのビジュア

ルデザインは、どれだけのユーザが入力を完了させたかということでのみ評価きれる。このプロジェクト

では、我々はタイポグラフィ、ページレイアウト、インタラクシヨンデザインの領域に注力した。

ウェブフォームのタイボグラフィとアクセシビリティ

ー般的に、年をとった人は小さな文字を碗むのが苦手だ。そしてアンケートの回答将は、フォームを脱

むために進んで自分のｕに負担をかけてくれるほど寛容ではない。我々の調企プロジェクトのターケット

となる人々 は年をとっている(55～75歳)ので､すみからすみまで統みやすくすることが大pHだと考えた。

我々は、ほぼすべてのウェププラウザで戎示可能なサンセリフ蒋体の代戎であるArinl（マイクロソフ

トが採川した－現代の主沌宙体Helveticaによく似ている）を選んだr,ヘッダは２０ピクセル、本文は１４

ピクセルとした。大きなフォントを使うとページがやや焚くなるものの、縦みやすさはそれを補って余り

ある。行'111はあまり狭くせず、行は左側をそろえて右側は不揃いにした。１行の長さはだいたい85文字

分である。さらに読みやすさへの配慮から、白背景に蝋の文字を組み合わせて高コントラストにした。色


