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総 章

Radiohead｢HouseofCards｣の
プロモーションビデオができるまで

ＡａｍｎＫｂｂ伽､吃ﾉdｅａｎＫ１Ｕｍｐ

これからお茜しするのは、グラミー賞にノミネートされたRadiohead「HouseofCards｣のミュージッ

クビデオの作成話だ。このビデオは､始めから終わりまですべてデータだけで作成した。本章を読む前に、

まずはビデオを見てほしい。ビデオの最終的なソースは、プロジェクトのGoogleCodeサイト（http:〃

codegoogIe,com/mdiohmd）にある．このサイトには、ビデオを作るのに他川したサンプルデータ、３Ｄ

でデータ麦示するＦｌａｓｈアプリケーション、ユーザが独自の悦虻化アプリケーションを作成するときに仙

えるコード、そしてビデオのメイキング映像などもある』ぜひ見てほしい。

ビデオ作成のきっかけ
2007ｲｌｉ９ｊ１、私はJnmosFro帥から１皿のメールを受け取った。内容はデータを仙ったミュージックビ

デオの作成に興味があるかを尋ねるものだった。Jnmesは非常に有能なミュージックビデオディレクタ

で、これまでColdplay、NomhJoncs、PearlＪａｍ，その他たくざんの人気アーティストと仕事をしてき

た。彼は、私が制作した｢フライトパターン」の両像(側10-1）を見て、ミュージックビデオにデータの視

弛化を活川することについて鮒し合いたいと連綿してきたのだ。「フライトパターン」プロジェクトでは、

航空交通のGPSデータを使って民IⅢ航空機のフライトパターンと密巣度を視弛化した。

２，３か月後、ＪａｍｅｓとプロデューサのJustinGlorieux，職の３人はロサンゼルスに染まり、コーヒー

を飲みながらアイデアについていろいろ検討した。職は２人に、これまで手がけてきたプロジェクトやす

ばらしい視覚効果をもたらす技術をいくつか見せた。私たちは、データの視虻化で蛎広く使われている

プログラミング前譜「Pmcessing」を採ⅢIする可能性についていくつか話し合った。この話は餓終的に

Intcrpolというバンドの｢R“tMyChemistn，｣のビデオへと発展した。このビデオは2008年３月にリリー

スされた。鋭者の方がまだI》r“essingを使ったことがなければ、ぜひhttp:"processing,org/へ行って拭

してみてほしい。私は、このPmcessingこそ、アーティストやデザイナ、そのほか動的なデータの視批

化に関心があるすべての人にとって、晶適なプログラミング再語だと考えている。

他にも、レーザセンサのデータの視党化について論し合った妙胤がこの技術に峨初にⅢ会ったのは、

カリフォルニア大学ロサンゼルス校の組み込みネットワークセンシングセンタ（C⑪ntcrlbrEmbeddcd

NetworkSensing：ＣＥＮS）で、あるプロジェクトに関わっていたときだった。ＣＥＮＳは、すき間なく'ｋ

い茂る樹木の枝葉を光がどのように透過するのかをレーザを使って調査していた。仏は、レンダリングさ

れた画像が持つ特有の美しさに感銘を受けた。Jamesはいくつかの実例を見てそれに賛成し、レーザを
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回１０．１「フライトパターンＩ（2005年）の静止画像（カラー図版２２参照】

i'処〕て映卿を１本制作するというザえに感心していた彼は司った「つまI)、イドはカメラなしでビデオ

を雌るつもI)かい？ビデオ催器なしで搬影すゐとでも？」彼はすぐにIMI代米ＩＭＩの経験をするチヘ･ンスで

あることに気づいた､』それからまもなく、彼はこのアイデアをRadioh(兇M1に排ちかけたｃ

このビデオを作った維練が、硫荷の方の作!(ｈにいい1ｉｌｌ激となることをⅧいたい木歳では、まずデー

タのキャプチャに仙川した機器のiWiをするその後、データ、ビデ号I･批影、データの後処理について脱

IﾘIする雌後に、私がＧ〔)oglcCodGサイトで公iＭ１している視党化のコードに11を地して、その活用方法を
細りＩしよう。

データキャプチャ機器

「11()11陰e〔)I,(!&1,..8｣”ビデオ･は、，所ド'1能のデータキヘ'プチヘ･'齢#なしでは雌ｻぅできなかっただみうビ

デオを)$Lてもらうと、郊外の蛾色を映したMIIkl伽像から、ボーカルの'１１h(〕ｍＹｏｌ･keが歌っている礎を点俳

データで表した動凹まで、さまざまなシーンがあることがおわかりいただけると思う人物と景色の間〃

をクローズアップするには、Volodme社のＭｄ、．とGcometriclnIbl･matics社の視覚化システムの２被類

の機器が必要だった

VeIodyne社のLidar
Vclodync社はカリフォルニア州サンノゼの典|#に位慨する会社で、２人の肝什が経営している２人は

余暇にBattleBotsやＲＯＩ>０１‘Ｗｍ.gなどのロボット雌技イベントに参加している同社の製茄にはスピー

カ、ステレオ擬器、そしてもちろん強力なレーザスキャニング機器があるこの中には、仏たちが｢IIouse

of(､m､｡s｣の風}孔やパーテイシーンを取り込むのに使ったImL-6,11ｳI』i(１，１．も含まれている111)L-(》１１１

は、米側防総符I荊聯{Ul究l11Il1Ii｝,ｊ（DAR1》A)主llliのロボツ1､カーレース「2〔)０７１)ARPAUrl〕anChlllle11g〔､‐

(ﾉ>11リルチームが、剛）｢|の状況や地形を把握するのに搭'脱して成功したことでｲ端だ。その''1には俺勝チー

ムの11[も含室れていた111ルー641jは、こういったI|[両W(用の映像システムとして使われることもあった。
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Ｖ(11〔)(lyn〔､卜l:のIlI)I』言6‘11‘〕Ｉ』i〔い】･は、６．１１A1のレー･Iドエミッタと６１Ｗ,1のレーザディテクタをIﾉ1職すゐス

キヘ，ナであ為。このスキ･Ｉ，ナは''1を拙〈ようにl''|'Ｍし、スキヘ'ニング化|川は水､F・ﾉﾉInI3(;()鵬ｊＩｉｌｌｌ〔〃|i'1

26.8座で、脈抄1()〔〕ﾉJ個を超えるデータポイントを雌める。これはiIj;抄約5Ｍ13のﾉkデータに相当する

Lidal･は、デフ･Ｉルトでは600RPM（１０Ｈｚ)で同i砿するが、この速度はシステムのコンピュータシリアル

ポーI､インタフェースを使ってテキストコマンドを送信すれば300～900RPMのＩＩｌｌで調蕊IIJ能だ弧た

ちは、風jitのI1ii止両像を雌商分解能でスキャンするために一瀞迎い900Rl)Ｍの股定で仙jljした

Ｌｉ(Inrの測定''｢能施WIIは、測定対象の剛牒〈によってさまざまだたとえば、鮒斐道路なら50ｍ，反射

率が高い１１〔や雌の場合は120ｍといった』し合だ。測定可能範囲の姫勉は約().9ｍで、それ以上近いとレー

ザ光が測定対離に反射してからデイテクタにﾉたってくるまでの時間が短すぎ為ため測定不能になる，

エミッタとディテクタのペアは、lxllO-2のように:)2個のレーザバンクを|#つ２つのグループに分けら

れる‘上部バンクは仰ﾉﾘのｋ,卜分にＩｈｊけら;ILていあ。つま|)、Ｍ《1,,.のililil〔ﾉﾉ．IhIのｉ１ｌＬＩＷ)Ｍを分をスキャ

ンすることにな患ノ又対に、1,.部バンクは仰ﾉｩのド､ド分をスキャンすゐ上部バンクは皿‘淵仰角のｋ側に

向けられているため、測定対象がLida】･から遠いぼど光パルスの伝描距離はド部バンクよりも長くなる

従って、喪距離で堆適な分解能を得るために、ド部バンクのトリガがlI11i発生するごとに上部バンクの

レーザはトリガが３Ｍ発生するこのことがビデオ･から脈止両像のデータにどう影罫するのかその・例

をM10-3に,ｋす

レーザエミッタ

(１６個のグループ）

Ａ

し

〈32個のグループ）

図１０．２Velodyne社のLidar（イメージ図はVeIodyne社提供）

全体は５～１５Ｈｚで回転している）

Ｉ‘i〔１，１，は光パルス（$|焔レーザビーム）を発したあと，腿ってくあ光の１１tをｉｌ棚してデータポイントを取

得する。盤Iifが作肋すると、６‘1個の各エミソタは排統時間が５ナノ抄の光パルスを放射する。このパル

スは、レンズを使って焦点を合わせ、鏡にⅨＪ１･'させて周開に放射される。光がAWl1IIの何かに当たると、

光の一部がIえ｣ⅡしてＬｉ〔脳rに炭る・〃§り光は、レーザ受信レンズや太';ﾙ光り)紫外紳ブイルタを透過する．

このフィルタは火|;ﾙからの)'6品をililI限するⅢきを１．る。フィルタなしの｣ル介、ｌ'|然光によってシステムの

感腿は低下し、データ'11にﾉ<mのノイズが苑/kすあ

腿I)光が,kliﾙ光フィルタを透過したあと、受偲レンズが、戻i)光の熊点をアバランシュフォトダイオー

ド(APD）という光検出器に合わせる．この検出器は、受信する光の強さに応じて出力信号を生成する装

置だ。Ａｌ>Ｄがﾉk成する出力信号は増幡されたあと、アナログからデジタルに変換されるこのデータは、
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Geometriclnformatics社

Ｉ』idIu･は、隈外の餓色を似‘j世化するツールとしては聴くべき能力を捗っている５セント硬iltほどの大

きさのポイントを検出し、距離にもよるが、大空冊でも1W帯に機能する‘しかし、人IⅢの顔の輪郭や細部

に|M1しては不１．分だ．'１，homYOrkeが歌っている婆をクローズアップするためには、より淵密な両像を撤

影できる別の装世が必要だった。

ク17-ズァップ撮影のＦ段を枕,|j‘していゐとき、2005年のSlGGRAl'1.1カンソ･『･レンズで兇つけた

(ＩＣ《)mctri(‘lnlbl･mzlticsという企堆のことをふと思い川した（余,淡だが、卿llliらしいデータM雌化技術を

お}､fちの統荷は、ぜひ鵬示会に111鵬してほしいもしかしたら,R1,も参加しているかもしれないのでよろし

く）Inl社は、そのカンファレンスでブースを設置して(lcoVideoというシステムのデモを行っていた

Ｇ他oVidGoは、リアルタイムのモーションキヤブチヤシステムである。詩に、人1111の顔の形状をキ』i･ブ

篭議議i；
母‘億舞壁;．9'蚤

デジタルシグナルプ‘TJセツ･Ｉﾉ･に逆|,椿れる･このプI上1』ツサは111り･のﾉたり時'''1を決氾すゐＵパルスの批さ

とjﾉ４１)||制''1で、データ１セットを|(#収する。前述したと.ｂI)、111)L-64Eモデルはｉｌｊ砂10〔)ﾉＪ１|ﾊ1を超える

データポイントを生成する。これは娠秒約5ＭＢを超えるﾉkデータに相当する。

データが生成されると、センサは標準的な100BnsGTのイーサネットポートを使って、ユーザにデータ

を111力するデータは、このポートから連続的にスI､リーム配(門される。そのフレームレートは向転述唆

に報しぃ（6(〕ORl>Ｍは1()llzフレームレー1,にｲ化1Ｉする）イー･ﾘ･ネットのデータパケットには、距離、Ｉﾘ１

度､エミッタとディテクタのｉｆペアの刈度データが含まれる。このデータは、イーサ･ネントパグソトのキャ

プチヘ,プログラムを使って収神すあ。今回、データはハードディスクに保存したし

図１０．３Velodyne社のLidarを使って撮影したバーティシーンの牌止画像。画像の上部が商解像度であることに注

目。これは上部バンクのレーザのトリガ速度が速いためである（カラー図版23参照)。
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チヤするのに適している。クＩＩ－ズブンプlii形に|M1しては、l』idIu･システムに｣こくて'6段に使れており、

分１W能がI』i〔lnl,システムでは2ｃｍで‘6為のにhjし、（;〔’0Vi〔lc《〕は().2,,,ｍでああこの(;GoVide〔jを使って、

'１，homYorkeが歌っている婆を詐細にキヘ'プチャできた。ビデオのＩ似に11{てくる点群データは、

GeoVideoでキヘ･プチャしたものだ二

同10-.1のイラストは少し簡略化きれているように見えるかもしれないが、災際この装樋の見た目は

パッとしない挫枇の外仙は、１辺が約30ｃｍのベージュ色の桁で、片側に２つのレンズが付いている１

つのレンズは、柿の前にああ対染物に光肌射野を投影し、もう１つのレンズはデータをキャプチヘ･する

この光照り･Ｉ野は、６()〃個の三角形からなるグリッドで附成されている。実賀的に、センサの前の対象物

に投影されゐ即席の聯,断線地図を形成する,、センサは、三角形の各頂点をデータポイントとして読み取

る』データポイントは肺抄5‘1ＭＢの述度でコンピュータにﾉkデータとして川ﾉJされる，このセンサはﾅﾘ砂

19(〕フレームのキ･I'プチヘ･が'11．能だ

|lIIIIIll一己＝垂

||剛

些望鐸鎧戸鐙垂
パルス光

海哩掘像繁子

図10-4Geomet｢icInfo『matics社のシステム（イメージ図臆Geometriclnfofmatics社提供）（カラー図飯24参照】

GeoVide()が対貌物に光照射野を投影す為〃法(ﾉ)利点は、センサの前の対象物に物JIM的なグリッドをつ

けたり、モーションキ．Yプチヤスーツをｲ'‘i･たI)、リファレンスマーク付きのグリーンスクリーンの1Wで

蹴ったI)すゐ必典がないという点だ。光投影によって、排ち迎びができ為llIII肘の参11(1地峡Iが作成できる。
しかもｲI.；じられないほど|Ｗ単だｕ

また、GooVideoシステムはテクスチャマッピングもできる‐つまり、データポイントをキャプチャす

るだけではなく、データポイント州のテクスチヘ･もキャプチャできるのだこれらを‐紺に組み合わせる

と、不欠味なほど11;砿に、ものや人|川の顔を３１)で炎現できる．「IIouseorClu･(1副｣のビデオでは、テクス

チャ炎現なしで、データポイントだけを使うことにしたこのデータボイントも大洲にダウンサンプルし

た。その結来が、ビデオの冒頭で流れる'1,h<)ｍＹ(),｡keの点群データである。それは、彼にそっくりの似顔

絵というよ})も、デジタルのアバター、つまり化↓;l'のように見える。少なくともｲY,の｢1にはそう映る。テ

クスチ｡ｌ淡塊を仙ったjﾙ合と、使わない1ﾙ合のlIIljﾉjのバージョンのデータを比べゐと、テクスチャ表現な

しの〃がMljﾉJ的だと!↑える。テクスチャ炎現を仙うと、ビデオケームに川てくるキ･Ｉ，ラクダのように見え

たデータを収I)除くことで、光しい視弛化が1¥られる場合もあるのだ
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2つのデータキヤプチヤシステムを使う利点
このビデオに取り組んでからというもの、職は１つのプロジェクトで裡数のデータキャプチャシステム

を利用する手法にすっかりのめり込んでしまった。裡数のシステムを利用することで、創造性を数倍にも

高めることができる。ビデオのすべての撮影を、Lidarだけ、GeoVideoだけで行うこともできたが、そ

うしなかったことに満足している。両システムを使１Ｍしたことで、プロジェクトが複雑になったかもしれ

ないが、創逓性をより発抑できた。キヤプチヤできる対蚊物に閲する柔牡性も大帆に期した。

私がこれらのシステムに出会えた経験から１１｝られた牧NIIは２つある。１つは、データ悦雌化のシステム

に出会うためには、あらゆる珊所に注意を向けるということだ。魅力的なセンシング技術は常に進化を続

けているが、これまで芸術而で使われたことがない。これから視覚化プロジェクトを始めようとしている

方は、オンラインや展示会、地沌の大学でリサーチしてほしい。これまでぢえもしなかった新しいデータ

キャプチャ手法がないか卿べてみよう。今までとは通うシステムを使うことで、プロジェクトに新たな

テーマが加わったり、見たこともないデータが明らかになるかもしれない。人々をあつと両わせる視覚化

技術を常に探し続けることが大耶だ。

もう１つの教訓は警杵だ。１つのシステムだけを仙って作品を作ると、そのシステムの単なるデモにし

か見えない助合がある。仏たちもLidarだけを使って｢HouseofCards｣のビデオを作っていたら、「LidUr

のビデオ」になっていたかもしれない。Ｇ“videoとLidarの向方を使ったことで、峨終的には「○○のビ

デオ」というレッテルを貼られることはなかった。１つのツールだけでは、この作品を明確に定投できな

かっただろう。２つのデータキヤプチヤシステムを併川したことで、よりおもしろい拙影錨ができ上がっ

た。

データ
伽影錯に入る前に、データサンプルを見てみよう。非常にシンプルなデータだ。次に挙げるのは、

'1,homYorkeが歌っている礎のデータから任意に抜き取った３点のデータである。このデータは2067.ＣＳＶ

ファイルに入っている。このファイルはビデオの中で1067番目のフレームにあたる。毎秒30フレームで、

雌初のフレームは1001.ＣＳＶであるため、この３点のデータボイントはビデオの36秒付近で見ることがで

きる。このデータファイルは、他のフレームと共にGooglcCodCサイトで見つけることができる。

7０．０５，

７０．２３，

７０．４６，

１６２．４８，

１６５．２６，

ﾕ６８．００，

－７９．３２，

－７８．８２，

－７７．５５，

1２２

１１２

９５

上のデータは、ｘ，ｙ，ｚ，明皮の順に並んでいる”キャプチャしたデータは、始終的にはすべてこの形

式に変換した。

ｘ，ｙ，ｚの値は、相対距離の測定値である。GeoVideoシステムには、Lidarと同様に他のすべてのポ
イントの坐耶点となる0,0,0のポイントがある｡従って、70.46はそのポイントが０ポイントからＸ柚方向

に70.4611t位離れていることになる。この致字は141分の好きなように縮尺できる。明度の範囲は０(ﾉⅢ)か

ら２５６(白）までである。

GoogleCodeのサイトには、ThomYorkeが歌う婆を蝿影した2000フレームに相当する量のデータが
ある。これでわずか１分ちょっとの長ざだ。音声も入手できる。また、ビデオに収録されている街中や行
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き止まりの道などの風景の郁止両倣もある。これらのデータは、Ｗ生ソフトウェアと一紺にHoC-

DatnApplicntionBvLO･Zipファイルの中に保存されている｡

このサイトにあるデータは、私たちが後処理を行うスタジオに渡したものと同じデータフォーマットだ

が、１点だけ通いがある。スタジオ側が各ポイントのＲＧＢ値を欲しがっていたため、鰻後の価を２回繰り

返した。其際、珊度の欄はカラーチャンネルとして使川している。

データのキャプチャ｢撮影」
「HouseofCards｣のポイントデータを記録する作業は、2008年５月にフロリダ州パームビーチで週末

の川に行われた。当時Radiohendはその場所でツアー１１$で、彼らは移動を減らすためにツアー中にミュー

ジックビデオを撮影したいと考えていた。制作現場の糠台典を知るには、本章の最初に蒋いたGoogle
Codeのサイトで｢メイキング」ビデオをチェックしてほしい。

Lidarを使った屋外撮影

フロリダに薪いてまず行ったことは、制作班が用意した占いバンの後ろにLidarをセットする作業だっ

た。私たちはこのバンを使って、ビデオに収録されている街中や行き止まりの道などの風凧の肺止両倣を

キャプチャした。

ロボットカーレース｢DARPAUrbImChnllenge｣の叩と辿って、私たちはパンの上にはLidnrをセット

しなかった。その代わり、Lidarを90°に傾けてバンの後側に搭戦した。こうすることで、レーザは周囲

を垂直に照射する。この状態を想像するのが離しい場合は、灯台が横倒しになって、ちょうど車の排気

符のように後ろから突き出ている微子を思い描いてみてほしい。つまり、レーザは道路から空まで何転し

て元に鵬る。これを１分1mに9001,l操り返した。

この方法を採用したのは、非術に商分解能なスキヘ,ンがIIJ能だったからである。実際、後処刈の際に

64本のレーザのうちたった１つだけを分離した。それは、６４本のレーザすべてが珊実上同じ対象物をス

キャンしていたからである。バンが前進すると、レーザは1,1転しながら周囲の独特な風景をスキャンした。

図10-5に示す風景は、この技術でキャプチャしたものだ。バンは巡路の真ん中を走行した。通賂上の

線が、巡路Ｆ１身に対して垂直に引かれているのがわかるだろうか？これはLidarが雌の後ろで１１i吊りに

なって、下向きになっているためである。高くそびえるアパートの側血に曲線が描かれているのにもお気

づきだろうか？これはバンの動きとLidarの回転と測度がH1まった結果だ。

掘影は順調に進んだ。すでに制作チームが撮影場所を見つけていたため、私たちは各現場に川かけて

順番にスキャンするだけでよかった．スキャンしたい場所へ糊くと、バンのスピードを時辿'6kｍほどに

蒲とし、迎砿手はできるだけ一･定の迎胆での走行を心がけた。そうした上で撮影を|M鮪した。

カメラと通って、Lidarにはスタートとストップがない。その代わり、起動しているときは術に回転し、

常にデータを出力している。従って、装侭のスイッチをつけたり消したりする必要がなく、データを記録

し始めるタイミングだけわかればよい。その瞬間が来たら、アシスタントディレクタのLnrryziGnceが

｢コンピュータを何せ１」と叫んで、VelOdyneのフィールドエンジニアであるRiCkYoderに合図を送り、

ポイントを収集し始めるのであった（この光景は一拙のスタッフのⅢIでウケていた。というのは、１１W通は

ディレクタが「カメラを'''1せ！」とFiうところだからだ)。そのあと、Rickが向分のノートパソコンのキー

を打つと、Lidarのデータがハードディスクに記録される。Larryが「カット！」と言うと、私たちは記録
をストップした。
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図１０．５VelodyneLidarの１つのレーザでキヤブチヤー,たデータ（カラー図版25参窯】

’

護

Ri(Ｊｋは、のちに搬影隊との{l:'jFがどんなものであったかを,肥すメモを送ってきた，

１W<'10-6は別の風蜘IIIi像である送↑１１級がギザギザに兇えあことに弧づいただろうか？jIl1lllはｉＷ'11.だ。

バンがでこほこ道を走行中に跳ねたり、振動したためだ通‘ﾙｹ、こうした「エラー」はジ･Ｉ，イロスコーブ

や加辿度‘;１．､その他の蒋殊な装世を使って袖正きれる。今回のビデオ搬影では、このエラーが必要だった

エラーを補正しない方がコストも安く、作業も簡単であるだけでなく、少なくとも恩の11にはおもしろい

データができ上がった定蛎であることはすばらしい、標だが、削造性に富んでいるとは限らないのであ

為

あの搬影で印象に残ったことは、１ショットのためにピッタリの紫色を探すというカメラ

マンの習性を打ち破ることがどれほど大変かということだった。今までのカメラデイレクタ

であれば、スキャンしてモデルを附築し、後処皿でカメラの視点を操作するといった〃法

には慨れていない彼らはこうi１°うだろう「じゃあ、カメラの台iI〔をいろいろ移助きせた

あと、約45度の角度でパンニングしながら、カメラを約60(､ｍ上に動かそう」でも私たち

の場合はこうだった。「いいねとりあえず真ん中にスキヘ'ナを置いておくので、あとで処

即しよう’

Ｉ

Ｉ
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データのキャプチャ「撮影」’１４９

』

職たちは、室内の映lI1liセットでもLidarを他川したＬｉ(ｌａ１･でキャプチヘ･した箇所は、ビデオの３分3(１

秒から３分35秒にあるパーティシーンである風峨1町像のときはLidarのレーザ1本だけのデータを使っ

たが、このシーンの撮影には6.1本すべてのレーザのデータを使った。理Iliは、パーティシーンには動き

があるからだ。データポイン1,はＬｉｄｌｌｌ･が1個I賑するたびに礎わる。つまI)、データポイントはビデオのフ

レームごとに愛わゐので‘吻為‘従って、パーテイシーンに川てくる人物が微|ﾘﾉすゐ械圏j･を↓,!､ることができ

る“このシーンの倣影で'よ、Ｉ』i(IIlrを11¥逆に水ＷＪＷにセットして使川したデータが仙糾で炎されてい

るのは、そのためである。

パーティシーンを撮影するために、近隣の学校から映Iihi学科の学ﾉkを数邦111つたー 学生の何人かは粁

飾ってきたRadiol1eu(1のビデオに出演するという抑かしいチャンスだと巷えたのだろうしかし、私た

ちが必典としていたのは披らの体のシルエットだった彼らはそのことに少しも虻づいていなかったＩ|’

しＩハない、‘i僻Wo

IxllO-7のlllli像の横線を数えたら､64本だという､二とに弧づくだろう。また、lI1Ii像の上半分が明ゐくなっ

ていあことにも気づいただあうか？これは、Ｉ』idm､の1部にある３２ｲﾐのレーザが、Ｆ部のレーザよ})も

短い'111隔で照射されるからである。前述したとおり、ｌ』i(l:u､は設i11.ｋそうなっている。それは、通常

Ｍ〔１，１．は広い地形篭I川をスキ･ヤンし、水平線に近い状態では、よ')尚い分解能が喫求されるからである

残念ながら、Ｌｉ(１，．の分解能は一昨常に低く、１ポイントあたり約2ｃｍであゐ人物がぽんやりしていあ

のはこのためである。楓にとっては、このことでビデオに付加価値をつけることができた。パーティにl』１

分がよく知らない人々がいるのはよくあることで、ぼんやりした視‘i世表現はこうした疎外戚を反IIjLしてい
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Lidarを使った室内撮影

図１０．６VeIodvneLidarでキヤブチヤした別の風景画橡（カラー図版26参照）

、
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琴=毒
図１０．７VeIodynei-idarでキャプチャしたパーテイシーンの諦止画像。６４本のデータ線は、Lidarの各レーザに対応

している（カラー図版２７参照)。

るしかし、ｌ‘idarの分解能の低さは、'1,homYorkeのクローズアップ映像を伽i脚･為にはｲ<1-分だった

このため、融たちはGGoVidooシステムを採用した。

GeoVideoを使った室内撮影

’1,h〔>ｍＹ()rkcや彼の恋人世(女優のI』mul，enMnhel｡､１分5秒ｲﾘ近で盗助）、その他のいくつかのシーン(;｝

分5()砂'’1．近のシーンなど)の点仰データは、すべて(k)《)ｍ(bu．,(】Infbmnti“卜l:の(;(伽()Vi〔lUOシステムを使っ

てキャプチャした。

GCOVidCoシステムは、驚くべきレベルの啄実上淡をｿﾐ現できる。ＧＧｏｍ(､triCTn【bmatics社のWebサ

イトにあるデモビデオを見ると、私たちのビデオの点俳データをはるかにしのぐ尚品質な画像を作成でき

ることがわかるだろう職たちのビデオに川現する１３沙やエラーのせいで、この悦弛化技術の効采が低

ドしているわけではないのである

それではなぜ私たちのビデオは'1脚質が悪いのか？J1l1lI1は懲側的にそうしているからであるコディレク

タの,L1mcsF1･ostは、ＴｈｏｍＹ〔〕rkeを完壁にビジュアル化したアバターを作I)たかつたわけではない‘，作

I)たかつたのは、こわれやすくil3iえ入りそうな映像だった（側10-8参照）１伽のシーンを見ると、私に

は'1,1,()ｍＹｏ１･keというﾘ州;の映仰ではなく、シンガーの塊に近いものに兇えるコンピュータのＩｌ１のゴー

ストを兇ているような感じだ

前質が悪かったり、視虻効果のエラーがたびたび起こると、データの取得が閲雌だったかのように見

え為こうした一見困難な状況が物語を引き立てる。鮮明な両像では、私たちの慰似lは伝わらなかっただ
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■画

図１０－８ビデオに出てくるRadioheadのボーカルThomYorkeの静止画像（カラー図版28参照）

ろう

データの細工は、後処理のときではなく撤影現場で行った二制作会社は、データを崩峻させるために

いろいろな小道具を持ち込んだ。プラスチックガラスのシートに小さな鈍の破片をくっつけたり、3Mをス

キャナのliiIに粥としたり、Ｔｈｏｍの前にあ為ガラスに水を流したりした。その結染、一群効果的だったの

は鈍で、卿細!”感じでデータを川映させ為ことができた。判はデータの川｣災にはあま'〕役にw:たず、水

は光を吸収して、データセッ1､の'11に篭のポイントだけを作成する紺11Lとなった

GeoVideOとLidarを使って行われた寵内倣影は、約10時間におよんだＴｈｏｍが登場するシーンの

データはすべて、複数のハードディスクにバックアップするように心がけたノj一データがなくなったら、

二度とそのデータは撮影できないかもしれないと恐れていたのだ

データ処理

データのキャブチャが終了したら、処｣''1作堆の開始だ。雌初に行うことは、Ｍｄ、･の/kデータを５１(】

SyStOmsに送ることだ。５１０Systemsは、カリフォルニア州バークレイにああエンジニアリング会社で、

この加のデータ処刈の総験が磯揃であるｍｌＩｉⅢl:は、このプロジェク1.を社内のI』idIl1･データの椛威であみ

Pjerl･e-Yv“I)】．ozにilhせた彼は､１』i(1,,】･のﾉkデータを使いやすいフ･'一マントに坐換するＷｌ家である

Ｐｉｅ１･I.Ｕは､ＤＶＤに入ったデータを受け取った後､２つの作業を行った1つは､風最シーンで64本のレー

ザから１本を隔離して、そのレーザのポイントのデータセットを作成したもう１つは、動きのあるパー

ティシーンも含めてI』idal､の生データすべてを、ｘ、ｖ，ｚ，明庇で構成される佃々のデータポイントに座
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換した。

lDierreは、生データを変換するために、Lidnrのレーザエミッタとディテクタのそれぞれの正確な位侃

と方向を知っておく必要があった。このキャリプレーシヨン怖報はVelodyne社が提供しており、パラメー

タはLidarの各装償で異なる。また、Pie堀はバンの走行速度を使って、Lidarが回転しているとき、英

際にはどれくらい進んでいるのかを計算した。

雌糾的に、約4ＧＢの/kデータを５１０Ｓｙｓｔｅｍｓに送った。このデータは処理後約5OGBになり、テキス

ト形式の.objファイルに収められた｡

データの後処理
データの処理が終わると、それをTheSyndicate社に持ち込んだ。同社はカリフォルニア州サンタモニ

カにある視党効果関連の企業である。ここではシーンを２，でレンダリングし、ビデオ開始から約１分の

ところで出てくる、粒子の流動効果を追加した。

このプロジェクトを担当したのは、TheSyndicate社の粒子関連の専門家であるBrandonDavisだっ

た。彼は、私に電子メールでなぜこのプロジェクトが帯通ではないのかを説明した。

Rndioheadのプロジェクトは、始めから視党化という点で今までとは述う可能性を持っ

ていた。プロジェクトは、助liliのデータセットと“･紺に奇妙な矛脈を抱えていた。それは、

視点依存のデータでありながら、そのデータは視点に依存せずに見ることができるというも

のだ。これはまきに｢千里眼｣で、ある人が見ているものを別の視点から見迎すことができ、

その尤々見えているものとのギャップがIﾘ1らかになる。こうして独特な映像世界への卵がIHI

いた．

また、ビデオ全体で見られる無発効果にどう取り組んだかについても書いている。

クライアントは、まるで点が風に吹きとばされるように、時間の経過とともにデータセッ

トを風化させたいと鞍えていた。秘たちは姉めから２つの異なるタイプのデータを検討して

きた。それはLidarの冊的な点群データと、ＴｈｏｍＹ〔)rkeの動的な点群データで、後者は操

作が一番難しかった。肺的なデータセッ1,は操作が比較的簡単だ。時Ⅲlの経過とともに点

を移動させればよいだけなので、データセットの一部を選択的に速皮岨に影響きせるのは

あまり難しくないことがわかった。そして皿物や木をノイズベースの乱沈効果を使って蒸発

きせた。１冊的なデータセッI､にこのような効果を使う作蒸は、予想通I)１１に点勝データの０１８

で境界のフォームを移動きせ、１フレームごとにクリッピングテストを行うことだった。あ

るポイントが、特定のフレームの境界オブジェクトの内側にある場合、そのポイントは粒子

系に渡される。粒子系ではノイズ場の中でポイントを自由に動かすことができる。ポイント

が境界オブジェクトの外側にある場合は、動かさずに柿的に磯しておく。これは非常にイン

タラクティブな処即で、制御しやすく、や般的に徴I)返しのスピードも迷い。

しかし、Ｔｈｏｍが歌っているときの動的な点群データの処理は別問題だった。Brandonは続ける。
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このプロジェクトの最大の難IMIは動的な点群データの処理だったと個人的には見ている。

IW的なデータセットと同じ方法を拭すこともできるが、Ⅲ題が1つ発ﾉkする。それは名フ

レームをリフレッシュしてしまうという点だ。ポイントをリリースして粒ｆ系に渡すとすぐ

に、オリジナルのソースポイントは新しい位置に移動し、実際にはフレームが変わるごとに

ポイントが再発生する。つまり、Ｔｈｏｍの鼻先のポイントを指定してリリースし、吹き飛ば

すことができるが、フレームが変わるとまた新しいポイントが現れてしまうのだ。

股終的に、ThOSyndiCate社は２，マスクを利用して動的な点群データに粒子崩壊効果を追加するとい

う簡単な方法を考え洲した。これは、粒子肘を持つマスクを追加して、３Ｄの点群データの上で粒子を吹

き飛ばすというものである。静止画像の風凧のように完全な１対1の粒子ml蝋ではないが、その述いはほ

とんどわからないと考えている。

秘がディレクタのJnmcsになぜ股初のjﾙ而で粒子朋壊効果を追加したのかを聞いたところ、次のよう

な返耶が返ってきた。

「ＨｏｕｇｃｏｆＣｍｄｓｊは基本的にラブソングである．愛や友情と何じょうに、人生には関係

が蝋れる瞬IIIlがある。その瞬川は止まらない。あることがきっかけで、次々と肋1域や衰退が

引き起こきれるのだ。秘は、今何のビデオでこのテーマを大掛かりに探求してみたかった。

私たちは、自分たちを取り巻く世界の動向に対して非常に偏狭であると職には思えた。つま

り、社会雅盤は私たちの周りで大規模に肋壊し始める､l能性があるが、その影智を受けて

いないため、われわれ人頻は無関心な状態に述している、という考えだ。しかし、結局そ

の小態は波及効果をもたらし、１１M人レベルで私たちにまでおよぶだろうし,現ｲl;金磁機関に

起こっている銀行朋壊は、定金にこの一例である。しかし、ｎ分のお金をその銀行に預け

ていなければ､それについてよく答えることはない。そのあと、自分の銀行が刷壊するのだ。

後処理がすべて終わったら、UnionEditorialのNichoIasWaymnnHnrrisが行場血をつなぎ合わせて

糊架した。そして、ついにビデオが光成した。

ビデオの公開
「HouseofCardS｣のビデオは、Googleで封切られる最初のミュージックビデオとなった。ビデオは

2008年７n11Ijに公開された.このGooglどのｻｲﾄにはビデオのヂー ﾀがいくつかあるので､ユーザは

自分独自の悦並我現を作成できる。３Ｄを使ったデータ拠虻化ツールも利川可能だ。このサイトはGoogle

のCIwhtiveLabがⅢ発した。

視虻化ツールは、私と友人のAamnMeyersがFlashを使って作成した。このツールを使うと、ビデオ

を再生しているⅢ、ユーザはリアルタイムで点群データを同転できる。これは私にとってデータが真に美

しいと恩える機能だ。ユーザはFlashアプリケーションを使って、リアルタイムで121分の好きなアングル

からビデオの各部分を兇ることができる。これは、従来のビデオ録而では絶対不可能だ。ユーザはThom

Yorkeの顔の向きを脚分からそらすように変えたり、実際に彼の顔を仮血のように自分の航のところにま

で持ってきて、彼の目をのぞき込むこともできる。私が思うに、この効果は非常に強力だ。ミュージック

ビデオに触れることができるという、人々がこれまでに経験したことのない方法を実現したのだ．
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私たちは、データの一部と、ｌ〕ro“88ingというプログラミング簡柵で秤いたビデオ作成ツールも公1Mし

てオープンソースにした。そして、ユーザにデータをダウンロードして独自のビデオを作成するように勤

めた。

ここで、ビデオ作成ツールのソースコードをご紹介する。Pmccssing言語で簡単に自分独自のビデオ

を作成できることをお見せしよう。次に示すのは、ThomYorkcが歌っている映像を出力するコードだ。

）

impOrtprocessing･opengユ．合；

intErameCounter＝１；

ｖＯｉｄｓｅｔｕｐ(）｛

//処理中のフレームを覚えておくための変数を宣言する

/／プログラムをセットアップする

size(1024,768,OPENGL)；ノ／レンダリングサイズを設定する。OpenGLを使ってできるだけ

／/速く描画する

/／frameRate(３０）； //毎秒３０フレームでアニメーションを見る蝿合はコメントアウトを外す

strokeWeigh上（１）； /／とりあえず幅が1の線を描く

ｖＯｉｄｄｒａｗ(）｛ //各フレームで実行することを配述する

background(０” //背景色に黒を使う

上ransﾕate(wid上h/２，ｈeight/2)；／/データの中心は0,0,0で、その点を画面の中心とする

上ransla上ｅ(－１５０，－１５０）；

scale（２）；

//rotateY(EraIneCoun上er/５０.ｏｆ）；

//rＯｔａ上ｅＹ(mouseX/１５０．０川

//中心を若干胴節する

//描画サイズを大きくする

/／コメントアウトを外すと、

//時間の経過とともにデータが回嘘する

ノノコメントアウトを外すと、

ノノマウスの水平位固を利用して回転を鯛節する

StringI1raw＝loadStrings(frameCounter+'1.ＣＳＶ･伽／/現在のフレームデータを

／/配列に読み込む



）

）
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ｆｏｒ(ｉｎｔｉ＝Ｏ；ｉ＜ｒａｗ,length;ｉ+＋）｛ //生データを１行ずつループ処理する

stringI］上hisLine＝split(raw(i]，，，，）；／/１行ずつパラメータごとに分割する

floatx室float(thisLine(０１）；

fﾕｏａｔｙ＝ａｏａｔにhisLineI1］）Ｆ

ａｏａｔｚ＝ａｏａｔ(thisLine【２】）；

intintensity＝ｉｎｔにhisLine[３１）；

//各パラメータを浮動小数点型に変換する

stroke(intensity食１．１，intensity含ユ.6,200,255)；／/各点の色を、

／／データの明度に応じて股定する

ﾕine(ｘ‘ｙ,ｚ,ｘ+１，ｙ+１，ｚ+１）； //各点に短い線を描く。複雑なものを描くよりも

//処理速度がかなり速いので、たくさん描画できる

frameCoun上er++；／/現在何枚目のフレームを処理しているのかを把握するための

／／フレーム変数を１咽加する

ｉｆ(frameCoun上er>2ﾕ01）｛

exi上（）；

print1n（･done・）；

｝

//凪彼のデータに到遮したら、プログラムを終了する

//saveFrame(､renderedFrames/･+frameCOun上er+､､tga･）；ノノフレームをファイルに保存する

//☆ファイルの保存先はハードディスクであることを覚えておくこと衝

このコードは、データほど光し<はない(所維「ビューティブル・コード｣ではない)が、すばらしい勘

きをする。コードに稗かれているとおり火行すると、ユーザはThomYorkeが歌っている饗を正1mから見

ることができるが、２～３簡所変災することで動きをカスタマイズできる。ここでは２つの改良点を紹介

する。上記のコードでコメントアウトしてあった箇所だ。１つは次のように変更する。

rOtateY(ErameCounter/５０.of）；

ｄｍｗ関数の般初の方にあるこの行のコメントアウトを外すと、フレーム数が卿加するたびにＴｈｏｍの

顔はＹ軸の周りを回転する。

２番目の改良点は次のコードである。
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rOta上ｅＹ(、◎useX/１５０．０肘

ｄｒａｗ関数の晶初の方にあるこの行のコメントアウトを外すと、ユーザはマウスの動きにともなって

Thomの顔を回転させることができる。フレームを出力するたびにＴｈｏｍの顔を動かせるのだ。

他にも改良できる点があるだろう。これまで多くのユーザが、私が思いつかなかったようなことを実脱

している。これは、まさに私が鍋んでいたことだ。雌後の１行のコメントアウトを外すと、QuickTime

ProやFinalCut，AnerEfIbctsといったソフトウェアを使って、レンダリングされたフレーム全郁を１つ

のビデオにまとめることができる。ユーザが作成したビデオの中には優れた作品がいくつかある。

YouTubeの「HouseofCards」グループのサイトでぜひチェックしてほしい（http://www､youtube､com／

groupﾉhouseoIbards)ｃ

データの視虻化は実に簡恥な作業だ。災しいデータさえあればいつでも埼手できる。

まとめ
本章を書いている間、７つのアイデアが頭に浮かんだ。データを美しくキャプチャし、災し<炎現する

のにきっと役に立つだろう。

1.平凡なものでも新しい手法で見ると、非凡なものに変えることができる

美しいデータを得るのに、月や南回の脇、ファッションモデルをスキャンする必要はない｡ありふれ

たものでも新しい手法で見ると、lilじような効果が得られる。「HouseofCards｣のj』合、人物の顔

や郊外の建築物をスキャンした”こういったありふれたものを、新しい手法で断しい拠撹化技術を

仙って見ることで、おもしろくできる。

2.ストーリー性を持たせる

すばらしい歌のビデオを制作するとき、ストーリー性を持たせることは非常に符効な手段だ。データ

を使ってストーリーをiMiるときも、できるだけのことをしよう。単にデータを見せるよりも、それに

懲味を持たせた方がより効果的になる｡

3.複数の視覚化技術を使うと、１つの技術だけよりもおもしろいものができる

前述したように、「HouseofCards｣のビデオはVelodyneLidarやGeoVideoシステム、粒子崩壊の

後処理といった複数の技術を使うことで、より蚊ﾉJな作品に仕上がった。もし、すべてLidnl･の生

データを視覚化しただけだったら、これほどおもしろい作品にはならなかっただろう。

4.実物ではなくデータについて考えよう

プラスチックガラスのシートに鏡の破片をつけて､Ｔｈｏｍが歌っているときに噸の111で動かしたとき、

秘たちはそれがピデオカメラにどう映るかではなく、データにどう影容するかを鞍えていた。データ

はその成果である。視党化技術を使って炎現したいと思う対製を検肘するとき、その対映から1¥ら

れるデータについて考えてみよう。

言い換えると、不思議な現実を作り出して、その現実を撮影してみることだ。そうすることで奇妙か
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つ不思拙な物砺ができ上がるだろう。ミュージックビデオは風変わりな炎現を使うことが多い。どの

ように操作したら、イミ思縦でおもしろい、変わったデータを作ることができるか、秒えてみてほしい。

5.すべてのデータを使う必妥はない

ThomYorkeのスキャンに使用したGcoVideoシステムは、期待以止のデータをもたらしてくれた。

また、データを火軸にダウンサンプリングすることで、ぎらにおもしろい点群データが作り川された。

私たちが欲しかったのは、単なる１枚のが典ではなかったのだ。

6.誰でもデータを利用できるようにする

誰でもデータを人手して自分独自の「HouscofCnrds」ビデオを作れるようにしたことで、各自が一

瀞美しいと考えるバージョンを作成できるようにした．どれが一番よく兇えるかということにIMIして

は、雛でも愈兄を持っているものだ。勝ｆに1.『わせておけばいい。もしかしたら他人がｆを加えた

作紬が優れていたり、自分が思いもつかなかったアイデアを他人が実現することもあるだろう。そう

いった利点がある。すでに10万人を超えるユーザがGoogleCodeサイトからデータをダウンロード

し、すばらしいビデオを作成した。

7.Radioh“。と仕ﾘＩをしよう

……というのは允談､|§分だが、世界111で舷も峨析的なバンドの1つと一緒に仕ﾘ【できたことは、非常

にラッキーだったことは間違いない。それはバンドのメンバだけでなく、スタッフ全貝に言える。こ

のビデオは、鷲<べき才能の持ち主の協ﾉJがあって初めて実現叩能となった。JIlmcsFrost，

Velodyne，Geomctriclnhrmntics、５１０Sy8tem8、'1,heSyndicnteの人たちだ。191分より才能のあ

る人と手を組むことが、プロジェクトにとって非州に大きなプラスとなるだろう。



はじめに

159

１１章

都市データの視覚化
ＭＣｈａﾉMiguﾉs〃

データを美しく見せるものは何か？それはどこからくるのか？

美しいデータは、魅力的で、実用的で、オープンで、フリーである。データはどこかで碓かの関心を引

くものでなければならない。たとえば、収集家、聡衆、有術什といった人たちにだ．また、データの収典

や保守に関心のある人たちが、周辺の環境について何かしら期解するのに役立つ、火川的なものでなけ

ればならない。データが一僻美しいのは、調査や蛾諭でオープンかつフリーに利用できるときだ。

これから話すのは、米ロサンフランシスコ州のStamenDesign(http:"stamen・com)社の研究プロジェ

クトOaklnndCrimespotting(http:"bakland・crimcspotting・org)の物語だ。Crimespotting(図11-1参

照）は、オークランド欝察にすでにあった犯JlIレポートアプリケーションCrimeWatch(http:"即8maps，

oaklfmdnct・comんrimewatch/)を利用して1M発された。Crimespottingは、多くのプロジェクl､がそうで

あるように、具体的な股終目標を念頭において飴まったわけではない。このプロジェクトは、それまでの

不満を解消すべく礎生し、恕本的な技術研究を経て発鵬した。その後、オークランドで起きた衝撃的な

犯罪に国民の関心が高まる中、公開される運びとなった。これは典型的なプロジェクトの軌跡を描いてい

るように見える。つまり、〃向惟を持って改良することに始まり、蛾終的に本格的な佃報プロジェクトに

なるという流れだ。特にこの珊合は、StamenのアドバイザBenCervenyが「物伽の州細化」と呼んでい

る一例だ。「物事の梢慨化」とは、大量のデータが少しずつインターネットに移行していく過程で、オー

プンソースのツールチェーンや手法にさらきれ、衝突が起きることを指す。

図１１－１S1amenDesign社の研究プロジェクトであるOakIandCrimespottingのロゴ
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この物i冊は３部柵成だ。鋪１部では、難物であるオークランド警察のデータを解戯する．データを本拠

地から引き川して、スライスしたり拠ぜたり、加エしやすいフォーマットに変換する譜だ。第２部では、

地元住民が自分たちで兄つけて利用できる湯所に動的なWcbサイトを作成してデータを公開する。鋪３

部では、データの動きに旅1Jして、当初の仮定を再検討し、一般1W民からのフィードバックに対応する。

背景
オンラインでデータを公INIする－この現代的な方法を犯JI1レポートに適川することは、今に始まった

アイデアではない。現ｲI;のように犯罪が注目されるようになったのは、ジャーナリストで開発稀である

AdrianHolovatyが2005年に取り細んだプロジェクトChicagoＣｒｉｍｅ(http:"chicagocnme､org)からで

ある。ChicagoCrimcはGooglcMapsの初期の活用例としてｲ州で、膨大な梢報源からコードとデータ

を組み合わせて作成したWcbサイトである。このプロジェクトでは、シカゴ警察の犯罪レポート怖慨を

基盤として、文杏化されていないGoogleMapsAPl(http:"codc,googlc・com/apis/mapsﾉ)を活用した。答

察自身のサイトには、レポートごとに事件発生の住所や交差点を含む怖報がテキスト形式で記されてい

た。HoIovatyは、レポートデータを毎晩収集して、動的にパンやズームができる「動きがなめらかな｣地

図上でそのデータを公側した。このサービスは、Googlcが2005年初肌に行ったオンライン地図の改峨の

すぐあとに、そのﾘ例として人成功を収めた。それまでは踏本的な線画や祁止両像に限定されていたが、

地蝿データを雌限にスクロールしたり、インタラクティブに利川できるようになったのである。

ChicagoCrime以外にもさまざまな視覚化プロジェクトが行われた。ちょうど同じころ、開発者の

PaulRademacherがHousingMaps(http:"housingmaps､com)を作成した。これは、アパートの賃貸デー

タと視覚化ブラウザという似たような細み合わせである。このIMI年、ニューヨークの芸術に閲するシンク

タンクEyebenm(http:"cycbmm・org)のMichaelFruminとJomhl,e唖ttiがFundRace(http:"ｈｍｄｍ“

org)を開発した。これは、2004年の米大統領選挙職連動の政治献金に関する愉報を視党化したものであ

る。RichGibsom､SchuylerErle､JoWalshはIMappingHacks1(O‘Reilly社刊)を発行した。この本は、

Web上の新しい地図作成法に関する技術ガイドブックである。これらのプロジェクトの間では、熱狂的

なオンライン活助が広がっていた。それは、データを地理1W慨と組み合わせて断たに情報化し、オンライ

ンで卿ぴ公１１Mするというものである。こうした柵勤による効果はさらに広がりを見せ、地図沿川をめぐる

期待は変化していった。人々が次に期待を寄せたのは、さまざまなスケールにおける新しいレベルのイン

タラクティブな機能だった。この機能は、作家のStevenJohnsonが「ロングズーム」と名付けたもので、

ケーム、映両、その他のメディアを包括する新しい｢視聴方法｣だ。

GoogIeMnpsがオンライン地間に与えた影智は計I)知れない。その理由は２つある。１つは、GoOgleが

地同をタイルベースで災示する方法を採用したことで、地IXlを災j,J：するごとに郷描画するコストを回避で

きた点だ。これによって、視覚的に洗練きれた地IZlを自由に作成できるようになった。他の地図が

GoogleMapsと張り合うには、見栄えをよくしなければならなかった。また、この表示方法を採用したこ
とで、ユーザが使うブラウザで視覚的表現を動的に組み立てられるようになった。これはJegseJames

Garrettが｢AJAX」(Asynchronous[非同期]JavaScriptImdXML）と名付けた技術で、品質が向く安定

した雌斬Wcbプラウザにより、リトび人気を染めたＤｙｎｎｍｉｃＨＴＭＬやJ【waScriptを指す。今や生データ

は地図画像とは別のチャンネルで送隅される。地l則を唯成し、性所から照会し、サーバに指示してウェプ

閲覧者に全愉報を１枚の間像として脳けるという従来の方式からは卒業した。

地図タイル、クライアント側のインタフェース、データの組み合わせ技術によって、少人数の開発希


