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監訳者まえがき

現在普及しているコンピュータの基磁技術となっているイーサネットやGUI(GraphiEal

U5erlnterface）が発明されたXe『ox社のPARC(PaloAItoResearEhCenter）において、

StuartCardらが｢InfbrmationVi5ualization(情報視覚化)」という概念を提唱しビジュア

ライゼーションの研究を始めてから20年以上が経過しました。Ｃａ｢dらが研究を始めたこ

ろは､画像を高速に描画できるコンピュータは非常に高価で巨大なものであったため、ビ

ジュアライゼーションの研究を行うことができる機関は限られていましたが､現在は普通

のパソコンでも高速な計算やグラフィックス描画を行うことができるようになったため、

ビジュアライゼーションは極めて身近な技術になってきました。

９０年代には数多くのビジュアライゼーションの研究が行われ､情報視覚化の学会などで

優れた技術がたくさん提案されました。当時から愉報視覚化に興味があった私も、ズーミ

ングやフィルタリングを活用した情報検索システムなどをシリコングラフィックス社のグ

ラフィックスワークステーション上で試作しました。たくさんの佃報を表示する対話的な

情報視覚化システムを動かすためには当時は専用のワークステーションが不可欠でした

が､現在はノートパソコンでも十分実用的なシステムを作成したり利用したりすることが

可能です。現在､研究テーマとしての人気は当時ほど高くありませんが､Webの普及のお

かげでハイパーテキストやテキスト検索の研究が再燃したのと同柵に､Webの普及やコン

ピュータのグラフィックス性能が向上したおかげでビジュアライゼーションの普及と実用

化の勢いは加速しつつあります。

本密では､飛行機の運行悩報から犯罪被害者の検視悩報まで､幅広い情報のビジュアラ

イゼーションの実例が豊富に紹介されています。佃報視覚化に間するこれまでの研究成果

についての解脱は多くありませんが､新しくこの分野に参入してきた技術者によるさまざ

まな興味深いシステムが紹介されており、ビジュアライゼーションが研究の時代から実用

の時代に移行してきたことを感じることができます。

ビジユアライゼーションは以下のような条件の組み合わせによって近年身近なものに

なってきたといえるでしょう。

･普通のパソコンで高速なグラフィックス描画を行うことが可能になった

●ブラウザ上で手軽に描画を行うライブラリが増えてきた

●ビジユアライゼーションの研究成果であるレイアウト手法が広く知られるようになっ

てきた

･複雑な自動レイアウトアルゴリズムを実装したライブラリが増えてきた

●ビジュアライゼーションを行うべき大規梱なデータが多数Web上で公開されるように

なった

●ビジュアライゼーションの前処理／後処理を行うための統計処理システムも手軽に利

用できるようになった

このようなトレンドのおかげで､インターネットに接続されたパソコンを持っている人

なら誰でも簡単にさまざまなビジユアライゼーションを体験することができるようになり

ました。本謹で紹介されているビジユアライゼーションのいくつかは実際に普通のパソコ

ンで試してみることができますし、プログラムを修正して異なるビジュアライゼーション

Ｖ
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を行うことも可能です。

以前は限られた人々の間だけで利用されていたビジュアライゼーション技術は万人のも

のとなりました。優れた新しいビジユアライゼーション手法を編み出すことも不可能では

ありません｡Webが万人に普及したことによってさまざまなサービスが出現したのと同じ

ように新しい利用者による新しいビジユアライゼーション技法が出現する可能性も十分

あります。

本密のタイトルには「ビューティフル｣という単贈が含まれていますが､これは見栄えの

ことだけを言っているのではなく、実用的な美しさも含んでいます。本密で紹介されてい

るシステムの知識をベースにした新しいビューティフルなビジュアライゼーションが出現

することを期待したいと思います。

監訳者まえがき

2011年９月１９日

増井俊之



まえがき

本密は､TobySe9aranとjeffHammerbaEherによる‘'８eau”/Ｄａ的”(邦腿１.ビユーテイ
フルデータ』）のいわば続椙にあたります｡沼PaurjルノDaIa"では､データの収集と保管から

その整理や分析に至るまでのさまざまな話題について解説されています。その執遼作業の

中で､対象となる情報をアートとして表現するビジュアライゼーションは非常に幅広く奥

深いトピックであり､独立した分析や検討に値するということが明らかになってきました。

ビジュアライゼーションを首尾よくそして美しく行うことができるなら、複雑なデータを

シンプルに表現し､一目見るだけでデータの本質を理解できるようになるでしょう。ビ

ジュアライゼーションという発展を続ける学問分野の中で、エキスパートが実際に使って

いる手法や意思決定のプロセスを明らかにするということを本書は目標にしています。

本密の執盃者の選定にあたっては､BeautifuIという言葉をどれだけ多槻に解釈できる

かという点について特に注意を払いました。このシリーズの最初の瞥箱はＡｎｄｙＯｒａｍ

とGregWiIsonによる"βeau城ﾉﾉの企‘，(邦題ｒビユーティフルコードJ）です。’‘βPau"ｿﾛﾉ

の生"では､美しさとはなんらかの課題に対するシンプルでエレガントな解法にあると定

装されています。一方ビジュアライゼーションは佃報とアートの融合であり、問題解決と

ある稲の芸術性が求められます。つまり、‘’８eaUrﾉﾙﾉのdP，'で見られる美しさと旧来の意味

での美しさを両立させる必要があります。

本瞥への寄稿者はバックグラウンドや携わっているプロジェクトもさまざまであり、美

しさへのアプローチも多様です。この幅広さを通じて､編者が得た興奮を読者と共有でき

たらと考えます。トピックが多岐にわたっているので､思慮深い人や鋭い人には多くヒン

トを得られるでしょう。論旨の展開や色使い､データの詳細度､ユーザーに対する実験の様

子などに注目しながら本密を腕み進めてみてください。腕者自身の研究や業務に応用でき

るアイデアが見つかるはずです。

本書の構成

本密には以下のような内容が含まれます。

1章美しさについてNoahlliin5ky

ビジユアライゼーションという文脈の中での美しさの意味について検肘します。美

しさを追求するべき理由や､美しさを実現するための方針を明らかにします。

2章積み上げ時系列の物昭一ビジュアライゼーションにおけるストーリー展開の重

要性MatthiaSShapiro

ビジュアライゼーションの中で物語が果たす重要な役割について解脱します。そし

て読者自身が試せるような､シンプルなビジュアライゼーションの手順を紹介します。

3章Ｗｏ『dIejonathanFeinberg

文章のビジユアライゼーションのためにjonathanFeinbergが考案した手法の内部

処理を紹介します。股計の際に彼が下した技術的および美的な意思決定の過程につ

いても明らかにされています。

Vii
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4章色彩一ビジュアライゼーションのシンデレラMkhaelD『i5CoIl

色がデータに対して与える付加的な特性について解脱します。人間の脳は自覚する

より前に色を腿撤しているのです。

5章地図傭報一ニューヨーク市地下鉄路線図の再デザインEddie｣abbour

地下鉄の路線図を例にとり、複雑なシステムを理解するための基本的なビジュアラ

イゼーション手法について論じます。

6章FIightPattemプロジエクトー大空の深い探求AaronKoblin,ValdeanKIump

アメリカとカナダでの民間航空樋のトラフィックを視覚化し､複雑な飛行機の旅が

すっきりと見えるようにします。

7章あなたの行動があなた自身を明らかに－ソーシャルパターンのマイニングとビ

ジュアライゼーションValdisK『ebs

人間のふるまいに魁目します。閥入した書鯖や友人関係についてのデータを元に、

その人に関するより深い情報を引き出そうと試みます。

8章アメリカ上院騒員のソーシャルグラフのビジュアライゼーション('991年～ZOO9年）

AndrewOdewahn

アメリカ上院溺員の票決における迎挑の特性について定量的な根拠を示し解脱し

ます。

9章検索と発見における全体像の作成ToddHolloway

近接性に基づくグラフ化の手法を用いて検索や発見におけるパターンの変化につい

て考察し､これをYELLOWPAGE5・COMやNetflixPriZeに適用しました。

10章ソーシャルネットワークの混沌としたビジュアライゼーションにおける美しい洞察

AdamPerer

無秩序なソーシャルネットワークを理解するためのインタラクティブな手法が提示

されています。ここではビジユアライゼーションと統計学が融合しています。

11章美しい履歴一WlkiPediaのピジユアライゼーションMartinWattenbe『９，

FemandaViega5

未知の現象をビジュアライゼーションによって明らかにするプロセスを紹介します。

大まかな下書きから､研究請文を発表するまでのプロセスが明らかになります。

12章表のツリー表現一ParaIIeISetSの進化RobertKo5a『ａ

データ柵造やデータベース設計とデータの視覚的褒現の関係性を力脱しています。

13章ＸｂｙＹプロジェクトの設計一アルス･エレクトロニカのアーカイブに対する情

報美学的な探求MoritzStefaner

lW報を伝達する上で有用なだけでなく美しく感動的な表現形式を追求するプロセス

が明らかにされます。

14章マトリックスの顕在化MaximiIianSChiCh

学芸員による活動やデータの多様性のために､学芸員の管理するデータベースでは

まえがき



自明ではない櫛造が生じていることを明らかにします。

15章それは1994年のことだった－NYTime5ArtideSearchAPlを用いた削査

jerThorp

NewYorkTimes誌のAPIを利用してアーカイブ探索して視覚化する方法を解説しま

す。

16章NewYorkTimesの１日MichaelYoun9,NiEkBiIton

NewYorkTimesの研究開発部門がPythonとMap/ReduCeを使って､Webサイトやモ

バイルサイトへの国内外からのトラフィックを調査する様子が明らかになります。

17章複雑系の解明と没入ＬanにePutnam,GrahamWakefieId,Ｈａ『u｣i,Ba5akAIper，

DennisAdderton,Profe55orjoAnnKu〔hera-Mo『in

AIIoSphereプロジェクトで開発された最先端のビジュアライゼーションと可聴化の

手法を使い､学術研究に顕著な成果を得られたことを紹介します。

18章検視におけるビジユアライゼーションー信頼できる標準を目指して

Ander5PersSon

人間や動物の死体についてのデータを取得し分析するための新しい画像処理技術に

ついて解脱します。

19章ビジュアライゼーションにおけるアニメーション－可能性と限界

DanyelFisher

アニメーション効果を伴うビジュアライゼーションのための指針を提案します。

20章Indexed(ビジユアライゼーシヨン篇）」e5sicaHagy

ビジユアライゼーションを巨大な象にたとえ､そのさまざまな側面について洞察し、

よりよいビジユアライゼーションの実現を目指します。

付録Ａサイバー攻翠のビジュアライゼーション井上大介､衛藤将史

付録Ａは憎報通僧研究機柵ネットワークセキュリティ研究所の井上大介氏と衛藤将

史氏に寄稿いただいた日本詔版オリジナルの記事です。サイバー攻撃をリアルタイ

ムに視覚化し迅速なインシデントハンドリングを可能にする技術として注目されて

いるインシデント分析センター「nicter｣、実ネットワークトラフィック視覚化シス

テム｢NlRVANA｣によるネットワークトラフィックのビジュアライゼーションについ

て解脱します。

付録BEdwardTUfteとSparkIine増井俊之

付録Bは監訳者による日本語版オリジナルの記事です。悩報視覚化技術の大家

EdwardTufte氏が近年取り組んでいるビジュアライゼーション手法｢SparkIine｣につ

いて実例をあげながら解説します。Spa『kIine(テキストと同じぐらい小さく簡潔に表

現した折れ線グラフや栂グラフ）を文盤や画像の中に埋め込むことにより、コンテン

ツに定性的な意味を付加することができます。

|Ｘ
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表記上のルール

本窃では､次に示す表肥卜のルールに従います。

太字(BoId）

新しい用語､強鯛やキーワードフレーズを表します。

等幅(ConstantWidth）

プログラムのコードを表します。その断片(変数､間数、データベース、データ型、

珊境変数､ステートメント、キーワードなど）を本文中から参照する場合にも使われ

ます。

等幅太字(C◎ns七an七ＷｉｄｔｈＢ◎ﾕd）

コードの中で強鯛したい部分に使われます。

等幅イタリック(ConstanヒレＭｉｄｔｈエヒaｴﾕc）

ユーザーの環境などに応じて固き換えられる文字列を表します。

サンプルコードの使用について

本盛の目的は､読者の仕寵を助けることです。一般に､本書に掲載しているコードは読者

のプログラムやドキュメントに使用してかまいません。コードの大部分を転峨する場合を

除き、我々に許可を求める必要はありません。例えば､本笹のコードの一部を使用するプロ

グラムを作成するために､許可を求める必要はありません。なお､オライリー・ジャパンか

ら出版されている書籍のサンプルコードをCD-ROMとして販売したり配布したりする場合

には、そのための許可が必要です。本番や本番のサンプルコードを引用して質問などに答

える鰯合､肝可を求める必要はありません．ただし､本翻のサンブルコードのかなりの部分

を製品マニュアルに転戦するような場合には､そのための併可が必要です。

出典を明記する必要はありませんが､そうしていただければ感謝します｡juIieSteele，

NoahlliinSky編『ビューテイフルビジユアライゼーション』（オライリー．ジャパン発行)の
ように､タイトル､著者､出版社､ＩＳＢＮなどを記戟してください。

サンプルコードの使用について､公正な使用の範囲を超えると思われる場合､または上肥

で許可している範囲を超えると感じる場合は､permi55ions@oreiIlyocomまで(英語で)ご迎

絡ください。

意見と質問
本密（日本贈翻訳版）の内容は最大限の努力をして検旺／確腿していますが､誤り、不正

確な点蕊誤解や混乱を招くような表現､単純な誤植などに気がつかれることもあるかもしれ

ません。本密を読んでいて気づいたことは､今後の版で改善できるように我々に知らせて

ください。将来の改訂に関する提案なども歓迎します。連絡先を以下に示します。

株式会社オライリー・ジャパン

〒１６０－０００２束京都新宿区坂町26番地２７インテリジェントブラザビル1Ｆ

晒賭O3-3356-5227

FAXO3-3356-5261

咽子メールjapan@oreiIIy､cojp

まえがき



本譜についての正誤表や追加慨報などは､次のWebサイトを参照してください。

http://www,oreiIIy､Cojp/book5/9784873115047／

http://www膜oreiI1y・com/catalog/9781449383268/(英語）

付録Ｂで紹介したSpa『klineの処理を含むソースコードは次のサイトで公開されてい

ます。

https://github・com/maSui/Gyazz

本書のブックマークを登録できるサイトを監択者が用意しているのでぜひ参加してくだ

さい。

http://ｂｖ３ｍｅｍＱＥｏｍ／

本啓に間する技術的な質問や意見は､次のメールアドレスあてにお送りください。

japan@oreiI1y､cojp

bookquestions@oreilly･Ｅｏｍ(英語）

オライリーに関するその他の悩報(文献､会鯉、リソースセンター､Ｏ'ReiIlyNetworkに間

する悩報)は､次のオライリーのWebサイトを参照してください。

鮒辞

http://www,oreiIIy･cojp／

httpwwww､oreiIly,com/<英語）

まず初めに、自らの学職を私たちと共有すべ<惜しまずに時間を割いてくれた執盃者た

ちに感謝したいと思います。彼らのビジョンや経験の集積はすばらしく、編者自身の紫務

にもヒントを与えてくれています。

juIieSteeIeより：私の家族Guy､Barbara,PeteそしてMattはいつも私をサポートしてくれ

るだけでなく、物車に対する私の興味を刺激してくれています。そしてMa1Tinの友悩と尽

きることのないアイデアに､私は励まされてきました。

NoahIIiin5kyより：数年間にわたる私の調査をサポートしてくれたすべての方々 に感鮒し

ます。特に指導教官や同僚､家族､そして私への鋭い質問を通じて私に考えるきっかけを与

えてくれた皆さまに感謝します。
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