
このマップを通じて､筆者が屈している(いた)ネットワークを一目で把握できます。し

かも､それぞれのネットワークの密度はグループの親密さをかなり正硫に表現しています＆

なお､ネットワークを使ったビジユアライゼーションで注意しなけれはならないことが

1つあります。適切に設計を行わないと、ネットワークが単に数千のデータの塊にすぎな

いものになってしまうことがあります。このようなビジュアライゼーションは､接続の意

味についての理解を促進するものではありません．

時間

株価や検索結果など、時とともに変化するデータは時系列に沿って表現されてきまし

た。しかし近年では､アニメーション機能を持ったソフトウェアの出現によって、このよ

うなデータを従来とは異なる方法で表現できるようになってきました。ＮＧｗＹｏ『kＴｉｍｅｓ

による｢スーバーポウル開催中のTwitterでのつぶやき｣！(図2-8）に見られるようなアニ

メーションでは､長い時間が圧縮して表現されており、我々は高速に1W報を眺めることが

できるようになっています。
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左上にあるPlayボタンを押すとアニメーションが朋始し、スーバーボウル関連のつぶや

きの中でしばしば使われている語が地域ことに表示されます試合の進行につれてそれぞ

れの語が使われる頻度は上下し､それに合わせて文字の大きさも変化します。

このビジュアライゼーションは､試合という時系列の上で発生した出来事について前後

関係などのヒントを示してくれています。すなわち作者はコンテキストを提供し、ユー

ザーが試合の内容をすべて覚えていなくても済むようにしています。そしてユーザーは全

国でつぶやかれている語に注目するだけでよく、並要な出来事の発生を知らせるのはアプ

リケーションに任せることができます②
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図２．９NameVoya9e『で
I&罪穆やんの名前の人気

が年何のグラフとして饗示

さｲ1る

22

複数の方法の組み合わせ

多くの優れたビジュアライゼーションでは、ここまでに紹介した方法を複数組み合わせ

ることによってデータのすべての性質を表現しようとしています例えばオンラインアプ

リケーションNameVoya9er(http:"www､babynamewizard,com/voya9er)では､ユーザー
が名前の先頭の数文字を入力すると、それにマッチする子供の名前とその人数の推移が表
示されます（図2-9)ハ

>ＢＥＴロ □3Ｗ８．靴．，り

Ⅲ lｎ１１錘０１９１１，４０１鯉

』ロム且

肌到IjW8J4m7唖Ⅶ』潟qE唖ｆＲ’２．

Ｉ組Ｉ・DLr・ＩＣ１
行ロeohm且ＬｄＩ

1１１画１１耐ロ－剛01噸

ここでは2つの次元が視覚的に表現されています。１つは時間であり、ユーザーが入力

した文字列で始まる名前の出現回数が時系列に沿って表現されていますもう１つは大き

さで､特定の年に特定の名前が付けられた赤ちゃんの人数が色付きの領域として表現され

ています。

このようなグラフは積み上げ時系列と呼ばれ､それぞれの独立性を保ちながら精報を組

み合わせて表示する際にかなり頻繁に利用されています。

ビジュアライゼーション作成の実例

一般的なビジュアライゼーションでの城本的な珊柄について学んだところで､次は

実際のビジュアライゼーションを作成する手順を紹介します。インフォグラフィック

<info9raphiに)と呼ばれる､静的なビジュアライゼーションを作成することにします。
ここでは以下のツールが必要になります。

。Microso｢tExcel(なければGoo9Ieトキユメントでも可）

｡AdobePhoto5hoP(フリーの画像操作ソフトＧｌＭＰも可）

作成のプロセスをできる限り再現するために、先ほど紹介した３ステップからなる手順

２鞘輪み上げ鮒系ｸﾘの物肋



を単にたどるのではなく、誼者が経験したいくつかの発見をその順番にあげていきたいと

思います。

データに対する作業

ここでのチュートリアル的なビジュアライゼーションの作成にあたって、箪者はデータ

をさまざまな角度から見ることから開始しました。そして情報の輪郭が徐々に明らかにな

るのに合わせて、問いかけを定式化していきます。このプロセスは場当たり的に行われる

ことが多いため、ここでは姫者が発見したことを一般的な言葉を使って述べていきたいと

思います。詳細についてはこの節の後半で紹介します。

データの収集

雄でも容易にアクセスできる情報を利用したかったため、篭者はまずアメリカ政府に

よって収築されオンラインで公開されているデータをチェックし始めました。そして､低

燃閏車への買い替え促進プログラムCARsにarAIlowanceRebateSystem）を通じて下取

りおよび踊入されている自動車のデータについて見ていくことにしました。このシステム

は俗に｢ポンコツ車現金買い取りプログラム(Ca5hfbrdunker)」と呼ばれています。これ

から利用するデータはhttp://www.②『5.9ov/とa『5『eport/で２つのExcelファイルとして公

開されており､CSVあるいはMDB形式でも入手できます。

発見的なデータの並べ替え

完成したビジュアライゼーションからは、データ集合を拙成する各取引についてなんら

かの知見を実感できることが望まれます。使い古された車に乗っているドライバーが､燃

闘が悪い車を手放してぴかぴかの新車に乗り換えようと考えているのを思い浮かべること

ができます。

彼が今持っているのはどんな車でしょうか。古いセダンから新しいセダンに乗り換える

ように､新しく燃測がよい同種の車に乗り換えようとしているのでしょうか。あるいは、

SUVから２ドアクーペに乗り換えるように､まったく違う車を望んでいるのでしょうか。

篭者の目の前にあるデータは､上のような65万件のストーリーから生み出されました。

そのそれぞれに動機があり、走行距離や時間､報告の手間などが稲みⅢねられています。

個々のデータからストーリーを読み取ることは不可能ですが、ビジュアライゼーションが

人々の選択についてのより大きなストーリーを明らかにするための手助けとなることは可

能です。ここでのゴールは､ユーザーにとって新しく興味深いストーリーを伝えるための

方法を見出すことですｃ

ストーリーを発見するために、篭者がデータに対して行った並べ替えやフィルタリング

の手順は以下のとおりです。

データをダウンロードしたら壷者はまず下取り車のデータに遇目し、これをさまざまな

方法でグループ分けすることを試みました。初めは車のモデルごとのグループ分けが興

味深いかと思われましたが､実際にはエンジンやトランスミッションごとに分類されてお

り、同一モデルでも梱数の分類にまたがってしまうことがあるため煩雑であるということ

がわかりました。

しかし車のモデルごとの分類を試みている際､特定の車種は他の車租よりかなり多く下

取りに出されているということに気づきました。人々は本当に特定の車種から乗り換えた

ビジュアライゼーシヨン作成の火例 2３



Ｚｊｌ

がっているのかという点に興味を持ち､データを車加ごとに並べ替えてみました『

注意：ビジユアライゼーションを作成する際に､「人は特定の車逝を下取りに出した

がっているのか？」というような問いかけを行うことは危険です。データは多くのこ

とを教えてくれますが､人間の動機づけなどのように複雑なものについて正しい情報

を与えてくれることはまれです。データをありのままに表現することと、そのデータ

の意味を解釈することはまったく別のものなのです。たとえFord車が他社の車より

も多く下取りに出されていたとしても、ビジュアライゼーションの中で｢人々はFord

車を嫌っている」と結鵠づけるのはおそらく誤りです。このように表明することに

よって､マーケットシェアや車のタイプごとの売上､市場でのFordの地位､車の使用

年数などといった重要な変数をすべて無視することになってしまいます。ビジユア

ライゼーションではデータから読み取れることだけを述べ､結論を導き出すのはユー

ザーに任せるというのが鉄則です。

とはいうものの､頭の中にこの種の疑問を持つことは発見のための原動力となりえま

す。股終的なビジユアライゼーシヨンの中で利用しなければよいのであって､初期段階で

のこのような問いかけはためらうべきではありません‘

飛者は車種ごとに車のデータを並べ替え、下取りに出された台数を合計するところか

ら始めました。そして興味深そうだと気づいたのは､車種(Honda､Toyota､ＧＭ､Ford、

qwyslerなど）ごとの下取り台数と新車篭入台数の比較でしたどこのデータを集計してい

ると、東和の数は非常に多く、それらを明硫に描写するのは難しいということが明らかに

なりました。そこで、いわゆる親会社ごとにグループ化を行うことにしました。例えば

LexusはToyotaの一部門なので、これらについてはグループ化して同一メーカーとして扱
うことにしましたく

最終的に筆者は､すべてのメーカーを国ごとにグループ化すると最も効果的なビジュア

ライゼーションを作成できるという結論に逸しました。このアプローチには､表現するべ

きデータは10個前後で済み､しかも元のデータからすぐには読み取れないような情報を明

らかにできるというメリットがあります。これによってデータの新たな側面を見ることが

できました。

技術的なデータの並べ替え

データに対する思索を終え､その成果をファイルに対して実際に適用するときが来まし

た

Ｅｘ〔elファイルをタウンロードして開いてみると、データがまず車の分類（トラック、

乗用車の順）ごとに並んでおり、それぞれの中で車種のアルファベット順(Acura､Audi、

ＢＭＷ､…）に配置されていますここでの目的に沿ってデータを再記世するには、まずす

べてのデータを車種ごとに並べ替えますそして、それぞれの車籾のメーカーがどの国に

あるかを鯛くます畠

Ｅｘにelでデータの並べ替えを行うには､new-vehicﾕｅｓファイルのNew

Vehic].ｅⅢake列やｔｒａｄｅ－ｉｎ－ｖｅｈｉｃユｅｓファイルのmradeinmake列を

フ鼠伯 必上げ貼擢列の物闘
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選択して[並べ替えとフィルタ］→[昇順]を選択します｡｢選択範囲を拡張するか」といっ

た質問が表示されたら[拡張する]を選択してください。

車籾ごとに剛入または下取りされた台数を合叶するには､合計値を表示させたいセルで

=suM（と入力し､続いてマウスを使ってCoun上列にある対象車種のセルをすべて選択

します｡Acuraについて合計値を計算すると､991台という結果を得られました。この操作

をすべての車租について行います。必要に応じて､計算結果は別のページに移動させても

かまいません。

興味を持ったデータについて、いろいろと操作してみるのもよいでしょう。例えばどの

車糎が最も則入されたかを調べたり、どの年式の車が最も多く下取りに出されたか畑べた

りできます。ここで扱っているような小さなデータ集合でも､興味深い問いかけは何十秘

も考えられます。読者も何か思いつき､新しく興味深いビジュアライゼーションを生み出

すかもしれません。少なくとも、データをさまざまな観点から見てみるためのよい練習に

はなるはずです。

この粗のデータを並べ替える方法は多数存在します。臨み込んだCSVファイルから必

要な情報を抜き出して読みやすいファイルを生成するような、スクリプトあるいは小さな

プログラムを作成するほうが効率的でユーザーにとっても印象的かもしれません。本稿

でExCe1を利用しているのは、プログラミングになじみの浅いユーザーにもビジュアライ

ゼーシヨンを体験してほしいためです。

問いかけの定式化

プロセスもこの段階に達すると、ビジユアライゼーションのためのしっかりとした問い

かけを定式化するために必要なものを十分に把握できているはずです。すなわち、ここで

の問いかけは｢CARsプログラムで､各国のメーカーはそれぞれ何台の新車を販売している

のか｣です。

この問いかけのコンテキストで、ビジュアライゼーションの基礎として必要となる匝要

なデータをいくつか選択できます。その際､ユーザーは必ずしもこのトピックについて熟

知しているわけではないということに留意する必要があります。コンテキスト付けに役立

ちそうなデータとしては以下のようなものがあげられます。

●このプログラムには2,850,162,500ドルが費やされ､677,081台の車が則入されました。

・車を１台鯛入するごとに､１台の車が下取りに出され廃棄されます。

・このプログラムは2009年７月１日から８月24日まで実行されました。

ｏ下取り可能な車の燃費は１ガロンあたり１８マイル以下でなければなりません。

・則入可能な車の燃凹は同22マイル以上でなければなりません。

このビジュアライゼーションにおいては､鮒入される車と廃棄される車の台数は等しい

という事柄が重要です。これによって､人々が手放したがる車と購入したがる車との間で

興味深い均衡(またはある麺のドラマ）が生まれます。データとビジュアライゼーション

をまとめ上げる際にはこのバランスに注意し、これに従ってビジュアライゼーションを作

成していきます。

この問いかけを元にしてデータの操作のための基礎が確立され､問いかけに沿った形で

さらなるデータのグループ化や並べ替えが行われます。

ヒジュアライゼーション作成の火例 2５



引存

差２．１画麓と説全社企画の競蛾

データのグループ化

このステップには調査が少し必要になります。単極を国ごとにグループ化するには､そ

れぞれの車の親会社を調べなければなりません§ダウンロードされたファイルには合計

50以上の車狐が記述されており、すべての所在地を調べるにはある程度の時間が必要で

す。ここではWikipediaが役に立つでしょう。Wikipediaを使うとそれぞれの車種の本拠地

の所在だけでなく、所有関係も簡単にわかります。例えばChryslerはテータ築合中の6つ
の車種を現在あるいは過去において所有していました⑳

蛎者が細くた結果を表2-1にまとめたので､読者が口分で染i,+を行う際は参考にしてく
ださい，

』叩

』ｉＥ
Ｊａｐ

Mn

RIlirk

しかし、このようなグループ化を行うことによって新たな疑問がいくつか生まれます。

先に進むためには、まずこの疑問に答える必要がありそうです例えば､｣a9uarの本社は

イギリスに瞳かれており本質的にイギリスの企業であるといえるのですが､実際にはイン

ドのTaKaMotorSの傘下に属しています。このような場合､ja9uarはイギリスとインドの

どちらの企業であるとするべきでしょうか＆

このような疑問に対する｢正しい｣判断は､大部分は個人の好みにかかっています。こ

こで亜嬰なのは､一貫性を保った形で自分の判断結果を表現することと、なんらかの判断

を下したという点についてユーザーに明示することですこれは通常、ビジュアライゼー

ションの片隅に脚注のような形で表現されます。

視覚的表現の適用

ここまでの手順で、望んでいるとおりのデータをすべて用意できましたすなわち、下

取りあるいはllllli入された車を国ごとに集計できました。このデータに適用するべき視党的

表現を選択しましょう。
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ビジュアライゼーションの中で､データの中での２つの特性を表現することにします。１

つは国ごとの車の台数であり、もう１つは１１M入された台数と下取りに出された台数の比蚊

です則入台数と下取り台数は二者択一の関係にあり、中間の状態は存在しないためシン

プルに表現できます両者の違いを表すために、ここでは色を利用することにします下

取りに出され車を赤で､購入された車を緑で表します。

限られた個数のデータをさまざまな方法で扱うため､大きさを使って情報を表現するの

が焔も適しています。この選択によって、直感的かつ効果的にビジュアライゼーションの

対象へと注意を引けるようになります。台数を表現するには､円や柳を使うのが最も簡単

です

円を使った表現での注意

円を使ってデータを表現する場合､その直径や半径ではなく面職を使って大きさを表

現するという点に翻意する必要があります。州入されたアメリカの車の台数すなわち

575,073という値を半径５０ピクセルの円で表現する場合､他の台数の半径は次のようにし

て求められますロ

=50鵜SQRT(台数/575‘０７３１

円を使ったビジュアライゼーションでは､上肥の点についての蹟った理解が非常に多く

見られます。値を半径や直径と比例させると､図2-1１のように見た目の大小関係が不正研

になってしまいます。正しくは図2-10のようにするべきです。

下取り台数

(アメリカ）

5７５００７３

下取り台数

(アメリカ）

５７５‘０７３

下取り台数

（日本）

０，
８１"４６６

下取り台数

（日本）

●

８１ｆ４６５

ただし､今回は円を使わないものとします。これにはちゃんとした理由があります，

ヒジコノ,ライゼーション作血の海冊

図２１O正しいヒジュア

フイゼーシ皇ン【価が而邪

に比例〉

画２．１１誤ったビジユア

ライセーション(鐘が半裾

に比例Ｉ

2７



2８

地図を使ってデータを表示する

このビジユアライゼーシヨンでのストーリーは国別のデータがメインとなるため､地図

上の各国の形状をそのまま使ってデータを表現したいと思います。値が大きければ､国の

面稲も大きく表示されます。これによっていくつかの付加価値を得ることができます。

まず､国の形状を利用することによってビジュアライゼーションに視覚的なアクセン

トを与えることができます。自分の国がビジュアライゼーションの中に表示されていれ

ば､ユーザーはそれを即座に見つけることができ､注目もそこに向かいます。同様に､ユー

ザー自身の国やなじみの深い国があればこれらへの関心をかき立てることができます。こ

のようなきっかけによってユーザーはビジュアライゼーションを記憧し､他人にも勧める

ことでしょう。

２つ目に､円ではなく国の形状をそのまま使うと、ビジユアライゼーションはさまざまな

形状を通じて愉報を伝運することになります。爪の先ほどの大きさであっても国の形状は

容易に昭職でき、ユーザーはこのビジユアライゼーシヨンがそれぞれの国に関する何かで

あるということを把握できます。一方､円は大きさを変えても単なる円のままです。

３点目に、円や棒だけを使った場合は国名を表すための文字列がどうしても必要になり

ます。これ自体は悪いことではありませんが、ビジュアライゼーションについて理解する

際にまず文字を読まなければならず､理解に時間がかかることになります。これによって

ビジュアライゼーションの第一印象が弱まってしまう恐れがあります。

最後に､ユーザーは相対的なサイズの比が常に一定の世界地図というコンテキストに佃

れ親しんでいます。国の形状を見慣れたコンテキストから取り出し､例えば韓国がドイツ

よりも大きくアメリカが日本よりも小さいようなコンテキストに置くことによって、ユー

ザーの期待を悪切ることに伴う興味を引き起こすことができます。ストーリーの中でのい

わば｢ひねり」のようなものです。

円の代わりに国を使うと決定したら、その国の形状を表すグラフィックを探す必要が

あります。ここでは、国名で検索を行って．ｓｖｇという拡張子を持つものを探すのが

よいでしょう。ＳＶＧとはScaIableVeEtorGraphicsの略であり、Ｗ３Ｃ(ＷＯ『IdWideWeb

Con5ortium)が管理するベクターイメージのためのオープン標準です。照料の画像や地図

をはじめとして幅広く利用されており、多くのベクター操作アプリケーションがSVGに対

応しています。

WikimediaCommon5(http:"common５.wikimediaor9/）ではベクター形式の高品質な

地図が無料で多数公開されています。これらの地図は拡大・縮小が自由であり、ここで作

成しようとしているビジュアライゼーションにぴったりです。見つけづらい国について

も､WikimediaCommonsで公開されている世界地図の中から国だけを抜き出して利用可

能です。これらのファイルはAdobeIllust『atorやlnk5paCe(http:"wwwjnk5capeo『9/）を

使えばベクターファイルとして編集でき､ＧIMPではビツトマッブとして操作できます。

また､Illu5tratorからベクターオブジエクトをコピーしてPhoto5hopに直接貼り付けるこ

とも可能です。

説明の都合上、ここでは下取りまたは剛入台数が一定（1‘０００台）以上の国だけを表示す

ることにします。すなわちアメリカ、日本､鯨国、ドイツ、スウェーデン、イギリスが表示

されることになります。

画像がそろったら、いよいよ最終的なビジユアライゼーションに向けて画像のサイズを

２章梢み上げ時系列の物躯



畑整しましょう。

ビジュアライゼーションの柵虚

画像操作ソフトウェアを起動し､取引された車の台数に合わせて国の大きさを変更し

ます。

ここで筆者がとった方法は､最も大きい値を持つデータ（すなわち､アメリカ車の下取り

台数575,073台）についてまずキャンバス上に体裁よく収まるよう大きさを調整するとい

うものです。このように基準となる大きさを定めることによって､一部の要素が大きくな

りすぎてエレガントさが失われてしまうという事態を容易に避けられます。この大きさを

元にして他の要素の大きさを計算します。

基準の大きさがわかったら、その図形の面積が何ピクセルか計算します。Photo5hopや

ＧｌＭＰにはあるレイヤの中で選択されている部分のピクセル数を計算するという機能があ

り、これを利用します。これらのソフトウェアにはヒストグラムというウィンドウが用意

されており、そこには現在選択されている範囲のピクセル数が表示されています。この

ツールを使い､他の要素について表示されるべきピクセル数を以下のようにして算出し

ます。

別の要素の面稲＝別の要素の値×基率の要素の面積÷基準の要素の値

例えばアメリカの面稲が２５，０００ピクセル分だとすると､81,466台下取りに出された日本

の面稲は次の式で求められます。

日本の面積＝81466×25000÷575073＝３５４２(ピクセル）

箪者はこの種の計算もExcelを使って行っています。保存や検算、コピーなどが容易だ

からです。

続いて先ほどと同梯にヒストグラムを使い､上で求められたピクセル数に等しくなるよ

うに地図の大きさを調整します。

本魯の縦長なページに合わせ､各国の地図は縦方向に並べることにします。こうするこ

とによって配色に対称性を与え､緑(購入）と赤(下取り）をよりはっきりと際立たせるこ

とができます。

ビジュアライゼーションのコアとなる部分については以上の手順ででき上がりました。

説明文によってある程度のコンテキストを提供し､｣a9uarやLandRoverが属する国につい

ての脚注を追加して､完成したのが図2-12です。

このビジュアライゼーションは最初に設定した目欄を満たしています。上部の説明文で

ストーリーを用意し、ユーザーの注目を引く効果的なレイアウトを適用しており、しかも

容易に理解できます。隅入された車と下取りに出された車という二分法を配色によって提

示し､左右対称の配圃によってこれを強調しています。この配置は色覚障害者にとっての

理解を促進する上でも亜要です。ユーザーの感性に訴えかけるようなストーリーを、実際

に表現できました。

ビジユアライゼーション作成の典例 2９
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まとめ

本稿では効果的なビジュアライゼーションを作成するためのチュートリアルを行いま

した。ただし､取り上げたのは必要なスキルのごく－部です。配色の理騰やタイポグラ

フィー､データマイニング､プログラミング､対象としているデータが置かれた背景などに

ついて深く理解することによって､より効果的なビジュアライゼーションを実現できるで

しょう。

ビジュアライゼーションの作成プロセスはさまざまな分野にわたりますが、どんなビ

ジュアライゼーションもなんらかのストーリーの一部であるという事実は共通です。企業

の収入を表す非常に単純な棒グラフでさえも、なんらかのコンテキストに笹くことによっ

て記憧の容易さや価値が向上するような情報から成り立っています。作者がデータに関連

づけるコンテキストやストーリーが、ビジュアライゼーションに継続的なインパクトや影

智力を与えるのです。

まとめ 3１



１州Ｗ|蝿３章蝿‘奪隆瀞聯
…Ⅲ、蹴り洲WordIe．“･‘・”，…

■■

｣onathanFeinberg
帝

情報のビジュアライゼーションという言葉をよく知らない人でもWordIeについては

聞いたことがあるかもしれません,Wolrdleは言葉からなる色彩に富んだコラージュであ

り、「テキスト解析にのめり込むドラッグｌとも言われます'･実世界のドラッグと同様に

Wordleは楽しむためのものですが､WordlGの起源はdeIjcio,usやFlick『などで広く使われ

ている実利的なタグクラウドです。

Wordleの始まり

2004年に飛者は、同僚BemardKerrとともにソーシャルブックマークアプリケーション

を開発しました《,Bemardはこれをdo9earと命名しました[Millen2006]．ユーザーがコン

テンツにタグ付けできるようなアプリケーションでは､四角形の領域の中にクリック可能

なキーワードを列挙したタグクラウドを提供していることがよくあります。そこで､蕪者

らがdo9earを間発する際にはすべてのページに対して図3-2のように目立つタグクラウ
ドを必ず用意することにしました

h、"wwwp『oIh“keI,Ｅｏｍ〃００９/10ﾉ２１/wordie50rIhe･ﾛ航Gway･dmq･to･tGxtuaI･an3Iy5i5ﾉ春劉

WordIeの始悪１Ｊ

３

回３１＊順を浬jWordIc

唯



蝋aii稲

AIloIJonalhan,sTa9s
■■■●合曲■■｡｡＆■■凸■■■■■■■■｡■■■ユ■■■▲■■■L呈凸＆■凸ユユ■■

麺

ｗ離莞＝＝=雛器＝LESSl

fljaXI)IO9cssdeSi9n
dogeardomecIipsefi｢efox
IunfUlmyhackshttpibmil
javajavascriptIangmedla
osprogrammingsearch
soitwarevisualizationweb

wlklwindowsxpiiist
図３Zdo9Qa『上に概示さ
れた塞穏のタグ

筆者はタグクラウドについて､視覚的には特に興味深いとか満足であると思ったことは

ありませんでした《ナビゲーションなどの操作に便利だという根拠もあまり見あたりませ

んでした!。しかしブロガーMattjones『'が彼のdeljdouSでのタグを美しく、タイポグラ

フィ－としても生き生きとした両像(図3-3）として投柚したとき､筆者は興密しました。

そして､類似のものをコンピュータのプログラムを使って作成できるだろうと考えまし

た。少なくとも、図3-3の｢9ames｣のｇのように､下に配避されている字と重なった表示

もできるようなものを作りたいと考えました。このようなものは当時のタグクラウドにで

きることをかなり超えていました。

htlp:"do賑Ｅｍ.o『g/10.1145/1240624.1240775参貢：
hltp:ﾉﾉmagiEalnIhiliSmEomﾉ20(WO7/“/my･deIIdou5･t3g郭uIy･ZOO』1/参認

Ogy器smogcncSis
鰍‘

Ｐ

３瓢Ｗ《]rdlc

理3-3MattjonEsによる．

タイボグラフィーを童堕し

たタククラウド
lロ

躯者は1週間をかけて､ta9expIore｢と呼ばれるプログラムを開発しました(図3-4)。こ

れはJavaアフレットであり、現在のコンテキストに関辿するタグをクリックすることに

よってdoqear内をナビゲートできるようにしたものです。

１

Ｆ
。
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二【【】ⅡＵ【

iLeg

tagexplorerはユーザーの興味の対象を表現する際に非常に便利だということがすぐ

に明らかになりました。ＩＢＭの鉦者の同僚の何人かは、自分の経歴やメールの署名にta9

expIorerのスクリーンショットを使っているほどです(図3-5)。

蕊鰯雲
lonathanFeinber8
SeniorSoftwareEngineer
ColIab◎rativeUserExperien唾
IBMResearEh

Cambridge，ＭＡ

do9earがIBMの正式な製品ｗになったときそこにはta9explorerは含まれておらず、

筆者はすっかりta9expIorerのことを忘れていました。数年後にたまたま箪者はta9

explorerのコードを見つけ､開発を再開しようと考えました。

当初のta9exPlorerのコードは､do9earや一般的なタグクラウドの概念と密接に結びつ

いていました。一方､文字列を興味深く楽しい佃報で表示する手段は広く利用可能ですが、

タグはテクノロジーに明るいユーザーにしかなじみのないものです。そこで､単純に単語

の出現回数を数えてはどうかというアイデアが思い浮かびました。かつて(タグではなく）

文字列を表示させるためのシステムを開発しようとしていたとき、単語はただページ上に

表示されてさえいればよく、それ以上の役割を持たせるのは無駄であると思われていまし

た。蔽者はデザイナーCharIesEame5の言葉｢楽しみが無用だなどと雄が言うだろうか？」

を胸に、楽しさを主眼に鯉いたデザインを行おうと決意しました。これによって、どの機

能を残すべきでどれを削るかを判定するのが容易になり、インタフェースのデザインもお

のずと明らかになりました(図3.6)。

↑

↑↑

htta"www・nKkr.[cｍ/pho1oyko『anten9ﾉ5266423”､/史t･ﾌ215ﾌ600300569893穆照．

h、"www･O1jbm・Eom/$cftwafeﾊOtusﾉProdud5/[onne〔tionﾇﾉbookmarks・ｈｔｍｌ参照”

Wbrdleの始まり

図３．４ｄｏ９ｅｄｒのta9
exploJCr｝

図3-5筆程が2006年に

勧薦先で使っていたメール

のＥ名

3５



図3もWordIGのテキスト

解析扇ユーザーインタフェ
ース

回３７Ｗo｢dleに川罵さｲ１

ているざまざ戒欺カラーハ

レント、フ.lン卜そしてレ

イアウト

3６

pasteinabun仁hoftext：

Ｇｏｌ

Word1eはその名が示すとおり楽しいものであることを目指しており、フォントやカ

ラーハレットについて表現の質を向上させる必要がありました(図3-7)。

鐸曹

F綿

WordIeをシンプルにして､ビジネス用途ではなく楽しむためのものであるということを

明確にするという努力は何倍も報われるものでした.Wordleは飯者が想像もしなかった

方法で使われるようになり、楽観的に見執もった予想よりもはるかに多くの人々が利用し

てくれました。WordleをWebアプリケーションとしてデザインし、コピー＆ペーストと

クリック１つで楽しめるようにしたことがWordIeの成功の要因のひとつですが､WordIe

のビジュアライゼーションのデザインそのものが普及に寄与した点について考える場合、

Wordleとはどういうものでどう働くのかについて述べる前にWordleと関連したシステム

を紹介したいと思います‘，

タグクラウドの分類

一般的なタグクラウドは行方向に沿って整列されていますある語が他より大きい場

合､小さく表示される語は不釣合いな空白とともに表示されることになり、美しくありま

せん‘例えば図3-8のように､everettheyという語の上には無駄な空白が大きく表示され

ています。隣にあるeve｢ettevGrettという語によって行の高さが決まってしまうためです。

｜訳注:Ｗｏｒｄ(諾)とDoodle【いたずら雪ざからの造語と悪われ乱す

'１タククラウドのデザインに間するより詳耀な研究結果が以下で公開されてい態す

ｈｔｔｐ;"wwwL5ma5hinqmaqｮzInGにｏｍﾉ2007/11/07八3q･dDud5-q日llefy･Gxompl“･nnd-good･pIaEtに“ノ

1窯Wordlc
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このように文字の大きさの違いから発生する空白を解消する１つの方法として、大きさ

の差を縮めるというものがあります。この方法はdeIjdo･usでもとられています。例えば

図3-9ではPro9rammin9というタグは55回使われておりscriPtin9は１回しか使われてい
ないにもかかわらず､両者の大きさの差は50パーセントにすぎません。ここではタグの使

用回数の遮いを際立たせるために､フォントウェイト（太さ)が使い分けられています【
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技術的に言うと、deljcio・usでは文字の大きさは対数に靴づいて決められています，タ

グクラウドのように､元のデータが指数分布に基づいている場合は対数あるいは平方根に

基づいて大きさを算出するのがよいとされています。

実直で有益なデザインとWordIeのような装飾的な世界の中間として､実験的なユーザー

インタフェースが他にも提案されています。例えばブログ用プラグインWP-CLlmulUs腰

では､３次元的に回転して見えるタグ空間が提供されています(図3-10)‘
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図３．１１ランダム欲張り

アルゴリズムの威力が発潟

さ椀たピジユアフイゼー

ション

２次元空間を埋める

いわゆるビンパッキング(binpackin9､詰め込み)問題に対してよりよい解法を提示す

ることによって､今までに計仰機科学での１W士号が多数授与されてきました'。ここで紹

介する容易な解法にはrandomized9reedyal9orithm(ランダム欲張りアルゴリズム）とい

うわかりやすい名前が付けられています。ここでのランダムとは､スクリーン上の好きな

ところに語を投げ込むように配置し､他と重なってしまった場合には別の場所に配置し直

すという意味です。そして欲張りとは､大きな語から順に配置していくという意味です。

Wordleの特徴はいくつかの条件のもとに成り立っています。１つ目は、リスト中のそれ

ぞれの賂に(なんらかの意味のある)重み付けが行われているという点です．また､どの語

も２回以上現れることはなく、フオントサイズの変更以外には語の形状を改変するような

操作は行いません。ただし、これらの条件を付けない場合でもさまざまな興味深く美しい

蓑現が可能です.-，

ナビゲーションとビジュアライゼーションを両立させるためには単語のクラウドのデザ

インにおいてはある程度の約束砺が必要です。しかし､実用性という束縛から解放され、

ナビゲーションの機能が不要であるとしたら、表現のための空間はもっと自由なものにな
ります
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例えば､図3-1１のように同じ語が何回も現れてもかまいません。語の集合さえあれば、

四角形だけでなくほぼすべての形状を埋めることが可能です。語の集合からは任意の語を

任意の回数および大きさで選択できます。ここでもランダム欲張りアルゴリズムが使われ

ています，

また､｣aredTarbellによる見蛎なビジユアライゼーションEmotionFraCtaI'(図3-12）で

は、ある四角形の空間をさらに小さいランダムな四角形に分割することによって語が順次

埋められていきますここでは任懲の重みが付けられた多数の語からなる集合の中で､ラ

ンダムに語が選ばれることによって図のような表示が生まれています

必要に応じて文字を引き伸ばしたり縮めたりしてもかまわないなら、さらに別の表示効

果が可能です例えば図3-13はツリーマッブの優れた派生種であり、四角形の代わりに文

字そのものを使ってスペースが埋められていますｔｆそれぞれの語は出現頻度に比例して

大きさが変えられており､四角形の領域は互いに関辿する語を表しています。

Processin9言語を使ったグラフィックやFlashのアブレットが出現するよりもずっと前

から、人々はこの種の文字によるビジュアライゼーションをマスメディアや芸術を通じて

見聞きしてきました(図3-14)。また､形状としての文字と記号としての文字との間にある

境界を人々は長い間探ってきました咽3-15）これらの試みの目標は､ピジュアライゼー

ションの機知や優美さによって文字表現に影響を与えることでした
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