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６章

写真アーカイブの地理学的な美
JasonDykes､ＪＤＷｂｏｄ

写真は美しくできる。体験を形に残す、感情を呼び起こす、崇高なものを連想させることができる写真

を、単なるデータとして扱うのは写真の品位を下げるようなものだ。しかし、一度デジタル処理して保存

きれた写真は、他の数仙データと同橡にビット処理できる。さらに、こうした写真で表現されたものを収

典し、整理、脱明することで「コンテキスト」を作り出すことができる。そこには新しい災がfliまれ、コ

レクションを栂成する画像の美がもたらす何か、コレクションのバーツを合わせたものをはるかに_上回る

ものが生み川される。

本章では、写典コレクションの地理梢報を巷寮したときに浮かび上がる美を探り、その地理情報を地

図やその他のグラフィックスで視党的に分析する。ここでは、地理愉報のことを「プレース」または「ロ

ケーション」（この２つは概念がまったく異なる）と紬ぴつく冊棚という意味で使う。データを扱うとき、

その周りにはざまざまな地理怖報が存征する。データの最大80％が地理梢fMであるとの推測もある

(MacEachrenとＫｍａｋ、2001年)。地理悩報は、純度と経哩の座標という直接的な形で記録きれたり、

郵便番号や地名、そのほか場所の概念と結びつくINI接的な形で記録きれている淵合もある。この地理傭

慨は、データを整理、通別、解釈するときに符効だ。杵に写其の投稿データが瑚加する$ｌ'、妃録された

地理冊報は｢プレース｣に側する怖慨源として役血つ。

データに地理愉報を付加する方法はさまざまだ。データ収巣処理の一環で付加したり（例、人工衛星に

よる遠隔探在)、データクエリやデータ解釈のときに付加きれる場合もある（例、GoogleLocalなどのロ

ケーションベースのサービス)。あるいは、現在注ｎされている「geovisualanalytics(地肌ビジュアル分

析)」(Andrienko他、2008年)に代表される意味形成処馴の一部として、高度な時空Ⅲ分析を使って地理

怖報が作成されることもあるだろう。ここでは、朴定のロケーションで収巣処理したときに作成される地

理データを出発点として使用する。このデータに付加されている「プレース」の脱明はあまり明確ではな

い。GeogTaphアーカイブには、100万枚を超える写典が保存きれており、それらの写典には正確な緯度

と経度が記きれている。この緯度と経度は、iPhoneなどのGPS機能を持つデバイスが自動的に記録した

ものと、個人が地図上で写真の場所を手動で探したものがある。さらに、これらの写典の地珊梢報も所

有希が自巾形式のテキストで肥述し、近くの珊所の名1Wや、？j:典が捉えた特徴やi門助を犯している｡こ

こには、複雑さと繊細さが同１１１)する。後述するように、この同ｌｈ１ｆを視覚化しようとしたときに美が出現し、

ロケーションとプレースの記述、２つの相互作川によって情慨が強化される。

美しいコードは、リストの並べ替え、連立一次方秘式の解法、フーリエ変換の災行といった非常に明
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確なＭ的を持つMII合が多い。コードの施しさは、どれだけ目的に合っているかによる（Kolawa,2007年)。

災しいデータの勘合は、このようなＦ１的はそれほどIﾘl確ではないかもしれない。データの「探索」は、イ1．

学的試みの虹嬰な冊分を占め、これによって洞察、検証すべき仮説、従来の理拾の検証が導かれる。美

しいデータには探索が必要である。このようなデータにはパターンや柵造、例外が含まれるｃこれらは、

探索してもすぐには見つからないが、内側の奥深<に潜むものを掘り当てた鯉美として現れる。私たちは

データを探索するときに、従来から使われている２つの視覚化方法を川いた。「地図作成法｣は、地恥デー

タを視覚的に炎現して情報を交換し、知識の発見をサポートする強力な技術を進化させてきた。何世紀

もの時を総て、科学が持つ客観的な厳密さと、データ解釈を設計、批判する上剛的な技術を、画期的に

組み合わせることに成功したのだ。地例もその術示対象と同様に美しく表現できる｡「情報の視覚化」は、

データの悦箆探索処理をグラフやチャートの股計から作成、および間辿する机互作川の解析までカプセ

ル化したものである。データには地珊的な要撚が含まれていない助合もある。ここでは、地図作成法と悩

報の視雌化の衿災荊を組み合わせた、美しい地則データの探索方法について脱Iﾘlする。

地理データの中の美：Geograph
私たちは、Geographを美しいデータの1つの典まI)だと考えている。その即由はたくさんある。貴砿

なデータソース、オンラインコミュニティ、ケーム、地方を探瀕する動槻、これらが魅力的に組み合わさっ

ているのだ。この地理参照データとコメントが付いたイギリス術島の風景写典のアーカイブが急速に拡大

することで、全体微の''1にある美や、無数の小さなディテールの中にある災というものの概念を広げるこ

とができる。

Geogmphは元々 GaryRogersが聯案したもので、PaulDixonとBarryHunter，そして期員中のモデ

レータチームがサポートしている。災IEIとアイルランドの１平方kｍごとの「地理的に炎現した写典とＷｉ

ｆＨ」(Geogmphのコメント、2009年）を染めた努力の賜物である。コメント発災時点で、8500人を超え

る投稿者が125万枚以上の写真を集めてコメントをつけていた。これは、英にIの面積24万4000平方kｍ

の90％以ｋをカバーしており、１平方kｍごとに「ジオグラフ化」されていた。同6-1はその一例である。

この数字は今後もIMI遮いなく地えつづけていくだろう。英伺の田間地梢は、今あなたがこれを説んでいる

川にもジオグラフ化きれているのだ。

Geogmphの投稿粉は、投稿するjR色を自由に巡くるが、１平方kｍの11'で人文地理学的および自然地

理学的な視点から、典型的な地理的特徴を示す場所を選ぶことが望ましい。

あるⅨ画の人文地理学的およびﾘ然地理学的な特徴が実際にはどのように見えているのか

－地珊の授梁で地図を見ている子供がそれを理解しようとするとき、何が役に立つかを

考えてみよう（Hawgood他、2007年)．

次に雑げるきまざまな視点からGeographの美が見える。

･Geogmphのｕ的は、意図的に遡択したコメント付き画像のオープンなアーカイブを作成することだ。

このため、耐潔さ（アイデア)、複雑さ（発しい方法で椴築される過程)、拠H1性（リソース）が魅ﾉJ的

に隙合されている。集まった写真を管理して有効活用するプロジェクトを運営する組織と人々の慨

然は、まさに称賛に値し、感動的である。
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Geo唐ｍｐｈは、ユーザが作成した広範WMな地j１１参照データを蝿めた典】N的な例である現ｲI;刊川IIJ能な

コレクションの中でもざまざまな称微を排つことから、聯に細'すべき〃ｲ！;だそのGeo関raphデータの

Z
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図６．１Ａbe｢uchiII近くの小逝。退くにＢｉo『anDalchonzieが見える。これはGeo8｢aphWcbサイトの100万枚目の画倣

だ（hⅡp://www･geographoIrguk/photo/1006884)。この画像の蒋作杭はＤ｢､RichardMurr8yにあり、CreaIiveCom

monsLicense(http://c『eativecommons､org/licenses/by-sa/20/)'の下で再利用が許可される（カラー図版１２参照）

■

．「結巣した冴力」のアプローチの111に炎があるこのアプローチは「ポトムアツプ｣からアーカイブを

作成するときや、技術と人ﾉJを使ってI|隙を述成するときに使われるこのプIコジェクトの水1'1であ

る協ﾉJ的な「センサーとしてのI|『災」(Ｇ〔)od(1hil(１，２()07年）による蝶合的な.)芝は、個人の利椛がほと

んど伴わないということで共辿の理解や輔広い脇〃を得ており、注11に仙する

.魅力的で、アクセスしやすく、刺激的なWebサイトは、情報へのアクセスノj法が多様化している

こうしたWel)サイトでアイデアを突焚したり、発表することで、美的および技術的な将微を炎現で

きる

・定範囲の地理梢報付きりﾒ典から作成された地似|は、データコレクションの作成にIMIするさ吉ざまな

プロセスを理解する上で手がかりとなる。この地例は美的符微を備えている〈側6-2参照)‐このｌｌｌ

には、革新的な地図作成の表現方法やインタラクティブな催能が含まれる。この機能を使うと、大

最の写真梢報にアクセスしたl)、データコレクションが災新きれたとき、投稿将とその淳典作１V,の柑

度や分佃刈などを変更したりできる

個人の投稿作品は、描かれた場所の居住付や‘伽11荷が決める人文踊姐や1.1然殿観を炎現するｆ段とし

ての美的魅力を持っている。この美的魅力を明確な形で炎すために、Geogmphコミュニティでは

Geo,閏mphオブザイヤーの候補作品を投稿された写真の中から１週間Ili化で選んでいる
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図6.2ノーフォーク海岸のGeographのモザイク写真の例。写真はそれぞれの拠影坦所にマッピングされ、１平方kｍ

ごとの風景を蕊している。画像の再利用はＣ『eaWveCommonsLicense（hⅡp://crea1ivecommons,org/Iicenses/by・

sa/2.0）の下に貯可される（カラー図飯１３参照)。

災しさをさらに際立たせるために、データを探索して新しい知識をi¥る方法をこれから紹介する汰節以

降で、データコレクション中で炎現されている地刈洲Iを肌髄的に擁蟻する方法について、いくつかの例

を継げながら細りIしていこう，

視覚化と美、そしてツリーマップ
（k'０陣､nphのアーカイブ自身を徹底的に調べるliiに、どのような11ﾘﾉ機でデータコレクションを探索する

のか、イ｣･効な悦悩化投術は何か、いくつか検,i,｣してみよう“これまで')｣uXl作成法では、従来のメディ

ッ･を仙って剛Ｍ１され為、１１mきのない地側がほとんと．だ．』た。この１５ｲドIlljに私たちが｛｣･ってきたことは、

デジタル技術を使ったインタラクティブな狸|､２１で地似|の水髄ぺ』彼Wllを＃えlfI:したり、探索処｣111に敏感に

Ｋ応するグラフイカルな方法として地同を利用することだった〈Fi島her，1998ｲｌｉ）仏たちは、スムーズ

なインタフェースにおける美しさや満足感を述成することを11標としてきたそのために、思考力や発見

をﾘIき出せるような梢椎炎示機能や、動きのある機能を間発したしかし、雌近はデータ密J虻が秤近視き

れ、ノ#水的な地似l作成の,没刷･におけあ判断にI¥び注ｕが染まっていろこの股Iil･上の'iIﾘ断は、空INIを効

端的かつ効果的に利用するためのレイアウトや肥号･体系（データエンコーディング)の作成に関係する

この作業は一部ハードウェアの進化がきっかけとなって促進され、データ密度の高い大賦のグラフィック

ス処理や表示がさらに可能になったこれは、TuftGの7．ドバイス「小さな空'''1で拶<の数字を表現する
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視覚データの探索における美
美とは、好慰的な知虻体験をもたらす刺激と紬びついた＊観的なものであると私たちは考えている。

データの視並化において、笑はIMI益肴やデザイナの好みによってﾉ,;ｲiきれることが多々 ある。推学をより

総合的に考えるために、視党化作乗を形式的に評価しようというメイがコミュニティに上がった（例：

Kosam、2007年)。しかし、使い物になる知織体系が開発されるまでは、美的に満足のいくグラフィッ

クスを開発するために帆広い法則や経験Ｍ１に執ることになる。

これらのいくつかは「BeautiMCodc｣（０ｍｍとWison軒、2007年刊、邦訳「ビューテイフルコード』）

の中で使われておI)、データの視党化にｲｊ効に沿川できる。たとえば､BrinnKcmighmmはこの本の０１jで、

美しいコードの狩徴は「コンパクト、エレガンス、効半的、拠川的｣だと綿っている。「コンパクト」を定

吐化するならば、「理想的なコードは1ページに収まる｣。まつもとゆきひろは「理解しにくいコードは美

しくない」と考える。この堆本原則はRubyプログラミング言裾の開発アプローチに影蓉を与えた。しか

し、「理解しにくい」ということと槻雑ざを醜l‘ilしてはいけない．シンプルなグラフィックスは、理解しや

すいが表示されるデータが非常に少ないため、仏たちがここで定投している方法では発しいとは耐えな

い。むしろ、データの悦虻化における奨とは、裡雑だがある愈味理解しやすいことを指す。これはおそら

く、データの特定の血に注Ⅱしたり、蒋定の視点を強洲するからだろう。これは、１つの｢ページ」にコー

ドを収めるというKemighanの原則につながるかもしれない。

私たちが目折しているのは、地図を作成したりＷｉ報を視党化するときに、既存のアプローチの強化や組

み合わせで、空川を効率的に活用し、空I川やその他似数の関係を災すことだ。データが１ページあるいは

１面面に収まるくらいコンパクトで、全体の櫛逓（ケシュタルト：全体性を持ったまとまりのある柵迩）と

部分的な詳細（個々の饗望に鵬じた昨細)の両方を同時に表示できるような、エレガントな方法で視覚化

を実現したいと考えている。融たちの、的は、将定のデータセットのニーズに即して、解釈可能で役に立

つグラフィックスを股１１１．，側発することである。つまり、このデータセットを火際に使うユーザがグラ

フィックスを叩解して利ルル、121分たちの知りたいことを把捌できるようにする。

Tufteはデータ／インク比という秒え方を思いついた（1983年)。これは維験的な手法で、データ表現

に直接使用する１ページあたりのインクの比率を求めるようにグラフィックデザイナに勧めている。この

比率が商いほど、グラフィックスはより効率的に記け化され、潜在する悩報の深さは期す。データ／イン

ク比の形式や機能の測定堆単が、データグラフィックスの錐しきの一閃となることもある。Iii1じょうに、

データ／ロケーション比という概念を秒えてみよう。これは、あるページにおけるグラフィックス典素の

位世がデータの特徴をどれだけ灰映するか、その比率を表す。従来の方法で作成された地図ではこの比

率が商い。なぜなら、遡州ページ中の記号の位世によって、術示対象の地理上の位侭が特定されるから

である。悩報付きのグラフィックスの多くは、データ／ロケーション比があまり高くない。統計地Ixlや櫛

造|園Iなどの図も伺槻だが、それももっともである．牢|川を効率的に利用することは、地理やその他のパ

ターンを視虻的に発見する処剛をサポートする上で、錐しい視弛化の飛製なﾙｩIniであることはⅢ迎いな

いだろう。この傾向は、ボランティアによって染まった火賦のデータコレクションなど地理的要素を含む

大吐のデータとの関迎で、ますます強まっている。つまり、窄川を効率的に利用して表現する１'に美しさ

がある。地理制報を示すときはなおきらだ。

(Tufte，1983年）に従って、大litのデータセットをグラフィックス災城するために、効果的で見たＨも美

しい、新しい方法の必嬰性に応じた結果である。

視覚化と美そしてツリーマツブ’８５
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地理学的観点から見たツリーマップの美
ツリーマツプは、凶6-3で示すように空間を隙間なく埋めて階届椛造を炎現する方法である

(ShnCi(１０１．，２ｍ、1992年）多くの美しいアイデアと同様に、ツリーマップはエレガントでシンプルなコ

ンセプトに米づいているデータアイテムは長方形で表されるデータアイテムI・I身が他のデータアイテ

ムのjlLまI）（階｝Wを定推する緋厳）を含むjﾙ合、ｆｆデータアイテムはよ')小きな災〃形で細膨れ、「別

の1を〃形の''１にjWiされるさらに順繰りに、小さな災方形の中にもさらに小さな「｣｡．｣の｣を方形が入っ

ていくこの災〃形は、グラフィックス空間全体に隙間ができないように配liIHされあ各災ﾉﾉ形はノード

と呼ばれ、ノードが交すデータの特徴に従ってサイズが変更きれるまた、データごとに色付けされ、意

味ごとにラベルijけされる長方形は寵ならないため、すべて見えゐ炎現がコンパクトであ為ため、エ

レガン１，である｛iii色でラベルが1つの災方形は、データの３つ以ｋの独'ﾝ:した将微を'''111#に示すことが

できる）ｆｆノード（｣&〃形)のシンプルで幾(IＩ学的な形は、大IItのデータセッ1,を炎塊すあ|:で役虻つ‘

なぜなら、ツリーマップは凹lni上のピクセル数と同じだけのノードをI"''1#に衣,戒できゐからである。|糊付

|仙造の''1に愈味を格納する関係は、ツリーマ､ソプの中に幾１１ﾘ学的に格納すみことで11‘'扱的に喪｣〕』されて

おり、エレガントに,i&拙できる（親ノードは了ノードを包括する)。
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図６．３２つのシンプルなツリーマップ（左）正方形を使ってレイアウトした２０個のノードの配凹（番号順に色付け

されている)。１から２０までの配置に一貫性がないことに注意しよう。（右）空間ツリーマンプ。各ノードはおおよそ

の地理的ロケーションに従って配置されている（カテゴリ別に色分けされている)‘，

Ｗ,たちは、地jll1的に、そしてテーマlliillで階〃i的に化録されたﾉＪｌＩ:の{･I州ＩをＪ１鋤けゐためにツリーマッ

プが仙えx,ことに弧づいたさらに、：W『しい階ｊＷを{ﾙ難．､Ｉ･あことでＧ(｝()抑'ill〕l】データセッ１，０)''1<ﾉ)火''1.'ｊ

,肥蝕をツリーマップで探索できることもわかった

しかし、ツリーマップはさまざまな理巾で著しく批判されている。皮肉なことに、ツリーマップの災に

対する批､|’ﾘもあるが（Cawth〔ｍとvan(ＩｃＭｏｅｌ｡e，２()07年)、それはデザインそのものの|川胆というよ})も

1６ 1９２０１１



Geog｢aphの単霞頻度における地理学的観点’８７

火溌に起因するものだ。ツリーマップのノードを脈怠に配価すると、データ／ロケーション比は粁しく低

下する。ツリーマップの既存のレイアウトアルゴリズムは、ほとんどがプスペクト比を雌大化するように

ノードを配値している（ノードをできるだけ正方形に近い形にすることが、光しさのためにも、サイズを

比鮫するためにも菰要である)。ざらに、読みやすいように配研されている（水平線上に続くように最大

化する)。ほとんどの人は、図11'の配瞬によってデータの特徴を炎そうとは忠わない。その結果、ツリー

マップには不迎続な,f,:線が含まれ、ノードが任意に配慨きれることになる（例：似16-3)。これは「平而上

の配世はINl係性を'Jくす堆本的手段である」(Bertin，1983年）という、地図作成法や統計グラフィックス

で定耕した成功事例に反する。ツリーマップ内でノードを任意に配世すると、距離の近いもの同士は遠い

ものよりも類似性があるという｢地理遡識の第１法Ⅱ|l」(FabrikImt他、2002年)を適用できなくなる。

私たちは、データの１次北あるいは２次元の順序付けに従って、あらゆるレベルの２次北ツリーマップ

でノードをⅢ昨付ける方法を見つけた(ＷｏｏｄとＤｙk“、2008年)。これによって、ツリーマップが抱え

る並喫なlⅢ胆の１つに対処できる。この川刈とは、ツリーマップでは１つ(あるいはそれ以上)のデータ次

元を、情報伝達の次元にマッピングするため、情報仏達に雌も枇'Kつ次)Cが十分に柵かされないという

点だ。興するに私たちは、１次元の順序付きデータや２次元jl4mi上の位佃関係を、ツリーマップの空間で

炎現したのである。

Geographの単語頻度における地理学的観点
「プレース」の概念は、単純な緯庇・経度の座標ペアでは|･分に我現できない複雑なものである。それ

はⅢなるロケーションにとどまらない、プレースという感覚的な特磁の本質を炎している。その概念は、

従来の致仙データでは表現されなかった、形のない、主観的なものであり、ときには矛屑することもある。

Ｇ“gmphで佃人が紀述したプレースなど、ボランティアがコミュニティに投稿した地即WWIlから、今ま

でにない、さまざまな視点が得られる。プレースをさらに効果的に炎現しようと努力すると、幅広い見解

が得られ、プレースという概念の別の側面が見えてくる。

このようなことから、チューリッヒ大学のRossPurvesとAlistnirEdward“は、プレースを表現する

データソースとしてGeogmphを使って研究を行ってきた。彼らの雌終的なI:1機の１つは、地理参照デー

タ付きのデジタル写典に、「山｣｢追い｣｢ハイキング｣といった一般的な搬影珊所(プレース)の概念に関係

する索ﾘIIlIiを自動的に追加して、検索機能を向上させることである。この研究では、Gcogmlphと既存の

方法とでプレースの表現方法を比較したり、GeograPhのテキスト胆述に川現する単iMi共起を分析するこ

とで、過去の研究を立証し、新たな見解を示している（EdwmFdcsとI)urves，2007年)<，

この文献では、一般的なアプローチとして、プレースをiIu述する上でﾉﾙ本的な部分となるシーンタイプ

を狩定する方法を川いている。プレースの記述の紫枇データは、従来からある被験背テストで１ｌｘ押した。

このデータはまとめるのが難しく参加脅も少ないため、結果から一般化したり火験を繰り返すのが困難

だ。EdwardesとPurvesは、Geographの投稿者が山、脈、谷、川、料、湖、渓谷、蟻、海、洞窟など

のシーンタイプを使用して、ランク付けするという方法を排価した．その結果、投稿者を対象とした研究

で報iIrされた１１t蹄と、その単語の使用頻度とのI川のjlt要な相IMjlMI係を発見した（EdwmPdesとPurves、

2007年)c

Geogmphに腿述されている単諾の関係から、ある礎度のｲj効性が狸められるデータコレクションで使

われている単語を用いて、性質や構造、地理を把握できることがわかった。私たちが符に知りたかった

のは、啄典コンテンツとロケーション、そして写真のコメントに紀鍬されているプレースの記述の関係で
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あるこういうときは11雌化してみるとよいツリーマンプをⅢいろと、Geogra】)hのこうした朴微を洲
ぺることができゐ、

職たちがプレースと呼んでいるものが何であみのかを知ってもらうため、以Fでは、GcOgml〕11をllM衝

するにあたってⅢいた空Ⅲツリーマップや他のグラブィ､ソクスの手法についていくつか述べる，こｵLらの

手法により、仏たちはＧＧ()graphの厚真コレクションに対.．｝､為j叩のJ1l1解を深めることができた

単語階層の表現

2008年４月にGeogmI)hのアーカイブを処理したとき、タイトルとコメントを持つ地理情報付きのＩｌＩｉ像

は約75万枚にのぼっていた私たちが注目したのは、Edwar(1esとPurvesの分析の中でも称に興味深い

6つの雑本レベル〈シーンタイプ)であるbeach(海辺)、villmge(付)、ｃｉｔｙ(街)、purｋ(公刷)、mouI1tnin

(111)、hilI（肺）にIMl辿するIlhi像だったさらに器シーンタイプを３つのカテゴリ（アクティビテイ［助Ilij]、

エレメント［filIiﾘ]，クオリテイ［形存Ii‘ﾘ])に分け、それぞれのカテゴリでﾘﾊ川するＷ;を選んだ。つまり、

6つのシーンタイプがあり、それぞれが３つのカテゴリに分かれ、さらにその中にシーンタイプにlMl辿す

る多数のテキスト記述が奇まれるという、単滞共起の階肘ができ上がる。この階階をツリーマップにﾉ丈映

させると、ツリーマップ''１のノードはシーンタイプと州１１すゐIil』述の共起を表し、Geog1･叫)ｈで川いられ

ている,1.述の冊雌がIﾘlらかになる例６－‘Iのツリーマソブは、（)l‘(恥１，G<lsqum･inc。（ノードをl〃形に近

い災〃形で炎し、川昨に従って配Wtする）レイ７.ウトアルゴリズムを伽IＩして、ノードの形とjﾙ所の－１１１

図６．４写真のタイトルとコメントにおける６つのシーンタイブの単開出現のツリーマップ･ノードの大きさは皿瓶の

出現頻度を表している。色はシーンタイブカテコリテキスト記述の磁層を表し、ランダムに決められた色を経示

している。『ordelredsquariIied」アプローチを使ってレイアウトされ、ノード間で正方形に近い形を鎧持している△
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性を雌適化している（ＷＯＣ(lとＤｙk〔，s、2008ｲド）蝋ノード〈仙々 のジオグラフ）は、ｉｉｉ位.り．イズで櫛成さ

れていあ

Ⅸ16-4の各ノードはシーンタイプごとにランダムに色分けされ、その色を少し愛化させて．ｆノード（カ

テゴリ、テキスト,1.述、地理Wi報付き写典）に継承するこの色はそれ自体で意味を持っているわけでは

なく、色分けのしくみは分類された階噛柵世を強'淵するために川いられる。レイアウトと色の符号化の釦

み合ｵ〕せは1洲洲雌を炎現し、視’肱的に脳|燭~Z）ことでデータ分llfに役１１/:つ，たとえば、hillは1〕11】.k、
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図６．５写真のタイトルとコメントにおける６つのシーンタイプの単賂出現のツリーマソプ。ノードの大きさkl』１１肥の

出現頻度を表している。色はシーンタイプカテゴリテキスト記述の階屑を表し、ランダムに決められた色を継承

している。上のレイアウトは「sIiceanddice」アプローチを使って出現頻度を比紋し、下は「sliceanddice」と
｢orderedSquariWed」アプローチを使って、ラベルを読みやすくしている（カラー図版１５を参照)。
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viIluge、city，beHch，mountainといったI1iiMiよりもツリーマップで大きな伽棚を占めていることから、

仙川剛胆が高いとわかる。シーンタイプ余体では、エレメントはクオリテイやアクテイビテイよりも常に

使用頻度が高い。アクティビテイはpnrkと特に蚊<結びついている。rcI1dは４つのシーンタイプで上位

を占めているが、ｂeachとmountainでは異なる。valleyやpathなどの肥述は、mountainよりもhillと

一紺によく使われているが、これらの記述は一般的にはhillよ')もmountainとのIMI連が比較的強い。

10cｈ（湖）はhiⅡよりも、〔)untninと‐･紺に使われる。Ibotpnthはmountuinではなくhillの妃述として使

われることが多い。データ密庇の向いこの秘の愉馴のﾑﾙ合、多くの側迎性を同時に炎氷し、公平に慨梅

することが美しさの重要な要紫である。場合によっては、1000語を超える蝋語で写真を記述することも

あり得る。

ここでは、誉まざまなGcographグラフィックスを分析した経験に推づいて、没計上いくつかの判断を

ドした[,採Ｍ１には至らなかったが、「sliceanddi“（､14面を槻散の長方形で分割して、帯グラフを入れ子

にしたような仙造で階掴型データを炎現する)」レイアウトアルゴリズムという実用的な案もあった。この

描I由i方法で、各シーンタイプやカテゴリの割合をより簡単にIIU連づけできるモザイク例ができｋがった

(図6-5,上)噂この図では、面積ではなく焚さを比鮫する。しかし、ノードが細長いと、テキスト記述間

のラベル付けとサイズの計称がさらに雌しくなる，１つの妥協案は「ordercdsquarified｣アルゴリズムを

使って、蕊ノードを配侭する方法である（側6-5,ド)。この方法で陪肘のざまざまなレベルをレイアウト

して色付けすると、データセットの馴粁な狩徹が強猟され、分析できるようになる。

色を使った絶対ロケーションの表現
同6-4と６－５のツリーマツプで｢プレース｣をどのように衣現するか､その指針をいくつか示したが､「ロ

ケーション」との関係についてはほとんど示していない。紙たちは、ツリーマップにロケーションWi報を

追加する方法を２つ研究した。１つは色を使ってイギリス臓脇内の絶対ロケーションを戎す方法だ。

Geographのロケーションは、「偏東距離｣と｢偶北師離｣で投影される座標ペアとして保存される。これら
は、それぞれBritishNationalGridという座標系を総点としてそこから東および北への距離を妃録した

ものである．

1111題は、寧典のロケーション（佃叫〔距離と佃北距離)を色付きで２次池で炎すことだった。この世によっ

て、出なるiﾙ所の別の写典と区別できる。ほとんどの色空1111は、赤、緑、Ｉｌｆあるいは色相、彩血、明慶

といった３つの椴成要紫を使って定義されるので、座標ペアを炎すために２つの梢成典素だけを選択する

ことには問題がある。さらに、色彩設針のほとんどは知覚的に均一性がない。つまり、２つの色が似てい

ると泌織されても、２点'111で一定となるはずの距離が色空IⅢによって変わる。そこでCIELab色空間を使

うことにし心この色空1111は、知党的に－１‘〔した色域を提供する。写典のロケーションの佃東距離と佃北

距離をそれぞれ色空Ⅲ1の榊成嬰素a，ｂで没すと、色の地理マップを作成できる。このマップでは、南西

のロケーションはオレンジに色付けきれ、南東のロケーションは緑､北東は青､北西は紫に色付けされる。

中央に向かうほど茶色くなり、２つのノード間の色の類似度は、投稿写典のロケーションが近いことを示

す．図6-6では「orde“dsqUnrinCd」ツリーマツプのノードをこの方法で色付けしている（似16-4と比較
せよ)。

このように色空IIIjを使ってGeographのアーカイブを空IⅢ的視点から分析すると、ブレースの雌述にお

けるロケーションの影響がいくつか明らかになる。たとえばhillの中のtｍｃｋ（小過)、Ｓｕｍｍｉｔ（頂上)、

“ｉｍ(石塚）と、downｓ(束原)、chalk（白亜質)、ｂarrow（I1ijrt)、junction(分岐点)ではロケーション



，Ｉ

GeoQraphの単語頻度における地理学的観点’９１

！

1t油’ＥＸＩ１

空間ツリーマッブを用いた相対ロケーションの表現

色を使ってロケーションを炎すと、ツリーマップに美しさが加わると同時に、ロケーションとプレース

の関係を理解しやすくなるが、その効染には限界がある特に、色とロケーションがどのようにINI係して

いるかをI肥憶すあ必甥があゐlxl6-6のツリーマッブでも、何らかの有意渋な〃法でノードの位慨を利用

しようとしたができなかったその代わりに、北にi城iすありj:典をノードの喪llIl煎峨の併上の方にﾉと,】ミ

し、ｌ１ＩｉのjMI合は郷Ｉに炎,j：するように、‘ゲ典の地図上のロケーションをツリーマップのノードの伽i'tに

マッピングできあ。ツリーマップでは、艮方形が重ならないように空間を埋めるため、ロケーションを,l§

砿に泰Nllマッピングできない，しかし、このレイアウトの形態はノードの相川･ロケーションを炎すことか

できるため、データロケーション比は尚くなる、プレースの記述における1Jケーシー'ンを分析す為｣ﾙｲｬ、

その|則迦|'kを効果｢|りに地|･zlで炎J]』し象がらも、（111jl圏【１１〕色窄lIllを仙って絶対･ロケーシ．,ンを伽IMIしたI)、

色で１Ｍの'峨腿なと'データの別のⅢ|(Iiを炎塊できる!､似'6-7は､｜()】･(1(》r(》(I筒(,ｕＪ１１･iri〔,(１レイγ！ン卜を他っ

てIMfの階州州雌を炎しつつ、地｣Il1に従って各テキスト記述の''１でノードをlvlⅧｉｆＩしていゐ。

このlxlで、ｍ(》unlninのピンク、紫、茶は、この単語が北とlIliで用いられることを炎わしているが、
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の緋微が兇なあmountain，beach，Villageのロケーションにはそれぞれ違った特徴があろbenChの

アクテイビテイとクオリテイもロケーションの特徴が異なるロケーションとプレースの裡靴なIMI係もい

くつか明らかになっている
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図６．６絶対ロケーションを示す色付きの「oIde｢edsquarified」ツリーマップ。CIELab色空間を用いると、色の逸し‘

とロケーションの逸いの密接な関係を把握できる（カラー図版１６を参照)。
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I)e、(111の地:fﾉi)、ｔｌ･ｉｇ(三角点)、ｃｗｎ】(側谷>、black(ブラック山地)などの単I浴はこのパターンに反して、

それぞれ独''1の地理を表わしている,hcacl'の鮮やかな色は、このシーンタイブの周囲の海際の性質を表

わしていあ・その．〃、ciLyの瀞ち汁いた色合いは、これが『１１心とな為ﾉ馴１１レベルであることを,パしてい
ろ、

ｌ‘xl(;-8はさらに発展させたツリーマップで、空ⅢI秩序アプローチを使ってすべてのノードを配冊した《，

それI.'体で、６つのシーンタイプの地理や階肘を示しているぐ

絢制，
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９２１６章写真アーカイブの地理学的芯美
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ロケーション変位の表現

階附州雌の'|'の窯Iillハターンは偲倣できるが、ツリーマップ|ﾉjにノードをモザイク状にiY雌するため

に、ノードがりと際の地理上のロケーシ副ンからどれくらいずれてい為のかがlﾘj脈ではないこともあゐ。こ

のずれは、（)I剛‘al〕色空間によってあゐｲｌｌ１皮炎すことができるN6-8のl)cilchのクオリテイとアクテイ

ビテイの111で災な為色があることや、「citv／ｍ』EMENT／hall｣や｢l1ill／ＥＬＥＭＥＮＴ／fm｡ｍ」の１１１にｲ《辿

続な部分があることに花目しようノードをモザイク状に配髄するとき、写典や写其のグループを地｣''1噸

慨からどのように換紳:して例大化するかをボすことで、ずれの1111胆をさらに改粋できるこれがSkuI)i'’

とFabriklmt(2003年)の提案へとつながる彼らは、理解しやすい地側を作るには位侭の縦熊をこのよ

うな形で炎現すべきだ、と推奨している

似16-sは、ツリーマ･ソプの上に数本の線を攻ね合わせているこの線は、各ノードのツリーマツプヒの

Ｉak壇

図6-7ClELab色空間を使って色で絶対ロケーションを示した「o｢de｢edsquarmed」ツリーマンプｃテキスト記述ノ

ード内の蕊ノードは、「spatialorderin8（空間秩序)」アルゴリズムを使ってロケーションと関連づけできるように翫

置されている（カラー図版１７参照）
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図6.8写真のタイトルとコメントにおける６つのシーンタイプの単語出現の空間ツリーマップｂノードのサイズ賊出

現頻度を表し、色はCIELab方式で空間の絶対ロケーションを姿す。変位ベクトルは、葵ノード以外〈シーンタイブ、

カテゴリ、テキスト肥述）の絶対ロケーションを示す（カラー図版１８参照）

ポジションと地理上のロケーションを結んでいる。線が腿いほど、このずれ（変位}は大きい。たとえば、

beachのクオリティとアクティビティを結ぶ変位ベクトルを見てみよう。クオリティとアクティビティは

空iIIjツリーマップの'11では､11hんでいるが、これらの礎位ベクトルを1,,Lてわかあように、地Ｊｌｌ１上のロケー

ションは!'%なゐことが砿,,.‘でき為。礎位ベクトルの線を州こうとした↑f}itには、ＩＭＩの階岬iを探索すゐ機

能を保持しながら、ツリーマップに空Ⅲ1のコンテキストを辿川lすゐという,没,''11樵があった，Ixl6-8の太

い線は「カテゴリ」のずれではなく「シーンタイプ｣のずれをノバしているそして、非常に薄い線は地班の

ずれを示すときに使われ、散十万本の線が地理上の写真のロケーションとツリーマッブ上の葉ノードのポ

ジションの川に描かれている似16-9では、変位ベクトルの地理上のロケーション側の端よりもノードポ

ジション側の端で鋭くIMlがっているこうすることで、ノードの空Ⅲlクラスタリングを強調できるととも

に、岡6-9の多くの例でわかるように、‐般的なずれの傾向を,すことができる

単錯の階層と、州対地jIl1と絶対地理を並べて表'Jﾐすることで､hill(丘)の上にtl･ack(小道)、乱lmmit（脳

上)、“iｍ（石塚）があ為という地形を琴えることができ、Ｉｌｉ川.にdowns（草原)、chalk（''1ⅢiWi)、

l)､'､'･0Ｗ(IlijIli>、ｊｌｍｃｔ‘i<〕ｎ(分岐‘IＩ.()という地形とも比岐できる

この空lllllwil』ﾘのIiﾊMuから、ＷｉＬいＩM1述性にii§lＩしてみよう，たとえば、１１１．i(１１GＷ[ｌｙ（恥脇道)、ｌ)１,'1１（小

道)、Ｌｍｃｋ（j、り地）は、似たような慰味を持つ''１冊だが、l1illと・緒に使うと地理的分布が災なる

nshing(釣り）とcricket（クリケット）は、Village内の異なるjﾙﾙfに結びつくアクティビティだ。villngc

内のchanel（礼拝堂）と(､hurqh{敦公)を比較したり、hillでの輿0Ｍ(ゴルフ）とparkでのlgolrを｣上鮫して
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図６－９写真のタイトルとコメントにおける６つのシーンタイブの叩涌出現の空間ツリーマッブー変位ベクトルは、葉

ノード（共起単師）の絶対ロケーションを示し、空間を敵間なく埋めるというツリーマップの性質上避けられない変

位の空間クラスタリングと空間傾向に側する情報を提供する（カラー図版１９を参照)。

みるのもよい図6-1()は､ｂ“ｃｈのエレメントの一部を拡ノルて災'痕している．この似|を兄為と、(,idG(ｉＭ

流)の絶対ロケーションの＃&まりから英ITIの海岸線の雌･『･がわか愚、I肘ﾉjではbeach内にI)nthや(11i鵬(ﾊｷ）

が災まI)、ｉ竹'↓〔では将にl)i(‘'･(伐弼)が多く、北閃のｌＩｌ央部はｈ、．b()u'.(港)との閃辿が強い

発見の中の美
データロケーション比の商い、大規膜な階層データセットから作成した空間的秩序を持つツリーマッ

ブは見たliに美しい、というのが私､たちの考えだ、その意味で、水章に出てくる図は、美しいデータによ

る美しい拙'〃ﾉﾉ法であるとI『えようしかし、美しいものはエレガントであると同様にわかりやすく、仙

利で、雌終的には澗足できるものであるべきだまつもとゆきひろは、この概念を「災しいコードは拙み

やすい」という彼の|‘i念のもとに、コンピュータコードのlliで炎現している（20()7年）それはちJ:うど、

地図が｢1的に合ったﾉﾉ法で似雑な地皿空間データを挑みやすくするのと111じである。この方法によって、

複合的な空|』ⅡM1係が決定され、ナビケーションや地理的分ｲｉｉの比校、パターン検出が実現される‘つま

り私たちの作蝋のⅡ的は、GeOgmphで使われる$i､艇の地jIl1的分ｲiiを、理解しやすいグラフィックスノと｣Ｍ

で分ｲｉｆしてjWiﾘけあことだＷ,たらは、Geographを,ﾙｆみIＷくことができるだろうか？さまざまなグラ

フィックス炎現から、リ'ノヴ･でXきしい地理空間データセソトの似鞭さを解Iﾘjできるようになってきたこと

は間違いないとヨえるまた、分析で持定された記述とロケーションの間の何らかの関述性を利川して、

得られた桁鞭に対応できるようにもなってきた‐
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発貝の中の美’９５

図６－１０写真のタイトルとコメントにおける単語出現の空間ツリーマソプから、ｂeachのエレメントの一部を拡大した

もの。変位ベクトルは、図６－９を拡大した水図中における葉ノードの絶対ロケーション通示す（カラー図版２０を参照）
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９６１６章写真アーカイブの地理学的な美

このような剛点で描かれた空l川的IMI係は、アスペクト比や業ノード群の平均的なロケーションによって

決まる。ここで雌明するものよりも、もっとiWh細な地珊に興味がある場合もあるだろう、データ密度の高

いツリーマツプは、典型的なマッピングに適したカテゴリやテキスト記述の候M1を選ぶときに役立つ。ツ

リーマツプから1¥られた単語共起のマップによって、単措使用時の空間的な遮いを定量化できるように

なった。たとえば、valleyは南部や南両部でよく仙川されるように思われるが、爽際はhillと一緒に使わ

れていることがわかった。またＳｕｍｍｉｔ(、上)は北郁でよく使われている。このようなIMI辿性は、スケー

ルを変えたl)、IIiiMi過択の方法を変えても紙く。この間巡性は、記録に弧る風蹴、凧奴地理学、前錯の

違い、特定の』&所に貢献する個人の好みといった喫紫から、特定の姿素を選択するときの偏りが反映き

れる場合もある、あるいはこれらの要素が組み合わさることもある。ツリーマップをどのように解釈して

も、他の珊所と照らし合わせることで、‐･部の珊所の地理的特徴に関心が集まる。また、「village」を表

現するときに使われる然朴な叩冊にも注Ⅱしてほしい。このような傾向は、愈倣的な伽I)が脱囚ではない

かもしれないが、見た｢1に美しい風景を選択していることにIMI係している可能性はある。つまり、自分た

ちでデータを解釈すると、扱っているデータは美しいという主張が助農されることを表す。職たちは、こ

れからもこうした蝋語の地理的分布を、地例やもっと正式な空間的手法を使って、探索したり分析したり

するつもりだ。ユーザが選択した記述川』＃の地理的分布は、さまざまな側而で珊所を蝋明するオントロ

ジーの開発に役立っている。

上記のツリーマップや探索作業はまだ未完成だ。現ｲI;、コミュニティに投稿きれた地理悩報における

系統的偏りの影騨を鯛査中で、この影響を軽減するための職略を検討している。また、視覚的なデザイ

ン空Ｍ１を紀述する表記法と、探索可能な対話型アプリケーションも開発中である。地理的な関係の変化

はGeogrnphで特定できるが、時Ⅲiが経過しても一脚性を保つかどうかはまだ検肘されていない。それで

も、ここで脱明した方法を使えば、データのサイズ、柵造、多械性、複雑さといったあらゆる困難を乗り

越えて、知織盤i1ﾄに近づくことができる。各地にＡ１;住する大人数のボランティアグループが集団で投稿

してくれたおかげで、私たちはプレースの概念を把握することができた。この人たちに優る貢献者はいる

だろうか？また、悩重に設計きれた多変数のグラフィックスを使うことで、データの桝近を解明し、発

見を導くことができた。プレースの記述中に含まれる概念を探るのに、これよりも優れた方法があるだろ

うか？

考察とまとめ
データの推しざは奥深いところにあると述べてきた。美しさは、それまで隠れていた柵造やパターンが

婆を現したときに出てくる。パターンの川現で、データに間する新しい考えや賎|川がわく。アイデアがひ

らめき、探索してみようという気になる。物耶の本賀を見抜く力が与えられる。そして、空川的な広がり

のあるところに、地理的な美しさは現れる。

美しいデータは、美しい視覚化を促す。さらに探索を促し、探索する人に見返りをもたらす。何世紀

にもわたって地図が作成されてきたが、地理パターンを探索するには視覚化が適している。

本章では、WiMl管理や検索にテキスト記述を利川することを目的として、Gcographの地現愉報付き写

典などの災しいデータをどのように活川したらプレースの胆述を処理できるか、その爽例を示した。美的

魅力を持つ、洗練されたデータ密度の向いグラフィックスは、この処理の中で爪凹な役削を果たす。

美しきとは、広い怠味で実体が与える轡び、愈味、澗足感といった特徴を我すものだと私たちは考え

ている耐データやデータ表現という点から、GeograPhはさまざまな局面でこうした笑しさの資質を備え
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ている。Geogruphが排ついくつかの側而を、データ／ロケーション比の闘い、空lIIlを塊めるグラフィッ

クスで視覚化する作業は、兼新的かつ創造的で、ｉ川題解決の鵬桃となる。これによって、同僚の研究に

情報を提供したり、新しい分析の道を切り開くことができた。こうしたデータ密旋の高い方法で、人々が

イギリス諸島をその時その場所で人文地理学的および自然地即学的に記述したものを描画するアプロー

チは、自分たちの仕耶の中でも一称美しい成果を生み川したと脚負している。
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ア章

データの自己発見
Je〃JDnas,ＬｊｓａＳｂｋｏノ

次11t代の「賢い｣情報管理システムでは、ユーザがコンピュータの郁合に合わせて問いかけなくてもよ

くなる。何らかの行動を起こすに値する、充分に興味深い耶柄であるかどうかを、新しい観測獅実

(ob80rvntiom)からl:Ｉ動的に判定する．例えば機会やリスクの発ﾉtに応じて、ユーザや別のシステムへ自

動的に通知する。

組織の賢さは、自らの認知の捻和で決まる。これらの遡知は鋭測馴実としてやってくる。例えば顧客

管理システム、会iil-システム、給与システムなどの社内システムから横断的に収集した観測事実だ。新

しい取引一・つひとつから、組織は何かを学ぶ。何かを学んだとき、この新たなデータの断片が意味するも

のを理解して、適切に反応することもできる。というよ')も反庵しなければならない。例えばMIi群レコー

ドの住所変更から、この顧客と他の優良噸客とのつながりがわかることもある。新しく得られたデータが

過去のデータとどのように関連しているのかを組織がリアルタイムに排価できなければ、その紐織は行動

する機会を逸する。

「データ自身がデータを見つける｣ことができれば、ユーザを理解するための洞察を得やすくなる．

どの松血データのflLL発兇ができるかというのは、発兇能ﾉＪ(discOvembiIity)のlⅢ題に端粁きれる。

発見能力とは、過去の梢報を探し川して新しいデータと関辿きせることができる度合いであり、関連する

股雁データを取り出して、やってきたデータ片の収まりどころを見つける力だ。作りかけのジグソーパズ

ルに新しいピースが当てはまるかどうかを調べるのに似ている。すでにでき上がっている土台に、新しい

パズルのピースを繰り返し追加して築き上げる。その土台の一瞬-･瞬は作りかけのジグソーパズルの絵

に似ている。新しいピースは全体隙を作り上げるために1K腿ではあるが、多くの珊合、それ自体が決定

的な怖報を新たにもたらすことはない。そうかと思えば、眺釧を・瞬で礎えるようなひらめきを与える

ピースもある。思いもかけないものがその一片でつながる、そんなピースだ。新しいパズルのピースが全

体像を再僻成するこの瞬間、発見がなされる。リアルタイムのデータ発見は、ユーザが適切な時に適切

な質川を考えて人力する必要をなくす．

「データ間L』発見｣のパラダイムに切り杵えることのできない細繊は岨や力を失い、非効，網になる。
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ジャスト・イン・タイム発見の利点
この「データ脚L』発兇｣の11t界に参加する測度な梢報符珊システムは、ユーザがコンピュータに対して

正しく適切な賀l川を、適切な時にするという幻惣は抱かない。この技術は、どのデータがどのデータを見

つけてもよいのか、誰がどんな関連性を通知されるのかという、これまでにないポリシーについての議請

を巻き起こすのだが､ここで｢データ自己発見｣システムで何ができるのか、いくつかの例を挙げてみよう。

揃泊客の利便性

ホテルの部凧でベッドに倒れ込んで一夜を過ごして朝７時、この宿泊客はチェックアウトを遅らせよ

うとフロントに電話をかけ、ｕ覚ましコールを正午にセットした。この客が深い眠りについたその直

後、iltにも恐ろしい災いがふりかかる。客室係が部吊を掃除しようと、無神経にもドアをたたくのだ。

揃ましいことに11t界110のホテル宿泊群が、この雌も初歩的な災難によく出会っている。データI:l己発

見の世界では、チェックアウトとｕ雌ましコールを巡らせれば、客裳係のスケジュールにも反映され

る。データ自LA発見の仕組みが客室係に自動的にメールを送り、午後２時まで冊除を控えるように伝

える。

Ⅷ群サービス

あるユーザが、もうすぐ発光される本に興味を持ってAmazonを本の組端で検鍬したものの、見つ

からなかった。このユーザは思った。よし、発光されるまで毎月チェックしようか、と。このユーザ

が次にチェックした時、残念なことに本は売り切れであるばかりでなく、入荷未定で噌刷待ちである

ことがわかった。データ自己発見の世界では、本が発売されたその瞬1111に、このデータがユーザの

以前のｸｴﾘを見つけて､本がWえるようになったことを自動的にﾒｰﾙで知らせる｡

子供の安全性向上

子供が徒歩で通学する間も、親は子供の安全を願っている。親が地域のウェプサイトを検索して、

豊録済みの性犯罪者が通学路のそばに住んでいないことを確認することもある。しかし、新たな犯

罪行が通学蹄のそばに引っ越してくるのではないかと柾日このウェブサイトを硫岨できるだろうか。

「データ向己発見｣のパラダイムでは、性犯Ｊ１畷が新たに子供の通学路の近くにﾘ1つ越してくると、

このデータが過去のクエリとたちどころに結びつく。適切な発見を、両親はすぐに受け取る。

コンパートメントをまたいだデータ活用

アメリカ政府は「コンパートメント」と呼ばれる手法を川いて怠例的にデータを分離している。デー

タを分離することにより、取り扱いに高度の注愈を典するデータが翻れるのを防ぐ。政府内で悩概を

共有せよとの新たな指示があろうとも、この伝統的なデータ保護の仕組みにより、２つの別々のコン

パートメントが同じ題材を扱っていることや、題材に砿なりがあることを見つけるのが妨げられる。

ある祁門がテロ対砿を、別の部門が麻薬対蛾を担当しているというのはこの一・例である。政府には

散fiものコンパートメントがある。Ｍｔがどの冊剛を捗っているのか知るのは不'１『能なため、別のコン

パートメントに欲しいデータがあるかどうか探すことはまずできない。データ121己発見の世界では、

麻薬対紫データベースに、テロ対策部門にとってIMI心のあるデータが追加されたとき（例えば同じ人

物が関与しているとき)、適切なスタッフにただちに通知される。


