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本蒋は、

柵ｲﾘは、

味式会+l:オライリー・ジャパンが０.IlUiI1yMcdi皿,121回.との詐,職に熊づき翻肌したものです。１１本棚版についての

株式会社オライリー・ジヘ'パンが慨ｲiします。

11本獅版の内容について、株式会社オライリー・ジャパンは、最大限の努力をもって眠確を期していますが、本評の内容

に蕪づく運用結果についての責柾は飼いかねますので、ご了承<だきい。



本密の櫛成ｌｖ

はじめに

「ビューテイフルコード』に続く本をデータを題材にして作らないかと提案されたとき、それは素晴らし

い、と柴I)気になった。とても野心的な試みだ。いまやあらゆる専門分野や日常生活の槻々なところで、

データの収集、可視化、処馴が行われている。その柵広さには11を見扱る。そこで批々は、賞賛に値す

る仕ﾘIをしている、非常に広範な釧域の人々に戒を掛けた。ｙ想以上に多くの人々が協力してくれるとい

うので、驚いた。

結果としてできあがったのが本書である。データを扱う仕耶はあらゆる分野に存在し、しかもそれは美

しいものだということを読将に伝えたい。題材は、役所との吸い、火星探壷機、統計プログラムの利用

方法、可視化、Radioheadのビデオ糊典、地図、DNA，そして‐データ哲学”としか1-iいようのない何か

まで、多岐にわたる。

本杵（服杵)の印税は、データを自由に解き放つことで世界をよりよい場所にしようとする２つの1,Ⅱ体、

クリエイテイプコモンズとSunlightFbundationに寄付きれる。データとの出会いで11t界をどう変えるこ

とができるのか、読者自身で考えてもらえれば幸いだ。

本書の構成
名取は、大まかにデータの収巣、保存、糊成、検索、可視化、分析の順番で並んでいる。

１歳「データの中に生活をみる」はNnthanYauによるもので、パーソナルデータ収集という新分野の２

つのプロジェクトにおける動機と挑職について述べる。

２蝋｢ピユーテイフル・ピープル」はJonnthanFollett，MutthewHolmによるもので、ウェブを通して

人々からデータを染める際には佃頼、説榔、テストが大ﾘﾘであると挽く。

３噸「火里上での組み込みlIhi像処理｣は』.Ｍ・Hughesによるもので、宇宙探企という別約下で動作する

データ処理システムの設叶における挑職について縦鎧する。

４京「PNUTShellにおけるクラウドストレージの設計」はＢＩｉａｎＦ､Cooper，RaghuRamakrishnan，

Utkar8hSriwlstavaによるもので、現代的なウェプアプリケーションを支えるために、仙界中に分倣し

たデータセンタを-.つの共通ストレージプラットフォームへと統合する目的でYnhoD1がiIltI11･したソフト

ウェアについて述べる。

５章「怖報プラットフォームとデータサイエンテイストの登鴫」はJeffR盆mmerbacherによるもので、

Facebookにおけるデータチームの経験を元に、梢報処理ツールの進化とそれを活用する人HIjを追う。
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６噸「写典アーカイブの地理的な英」はJn80nDykegとJoWoodによるもので、人々 が無償で提供する

ありふれたデータが、空llIj的データとしてカラフルに視党化したときに持つ力について細る。

７章「データの自己発見」はJerJonnsとLisaSokolによるもので、多くの人が必要とするであろう、
データを全体として取り扱うための新しい琴え方を説明する。

８章「リアルタイムのボータプルデータ」はJudValeskiによるもので、ウェプを通じてソーシャルデー

タ、ロケーションデータを配布するときに起きている限界に切り込み、このⅢ題の解となりうる方式につ

いて縦鎧する。

９噸「デイープウェブを活川する」はAlonHalevyとJayantMadhavanによるもので、今はまだウェプ

のフォームの裏側にとらわれているデータを検索可能にするためにGoogleが開発したツールについて述

べる。

１０厳「Radioh“。｢HouseorCardgjのプロモーションビデオができるまで」はAnronKoblinと

VnldefmKlumpによるもので、賞をとったミュージックビデオijll作の喪側における、レーザー、プログ

ラミング、撮影現場についての冒険物摘だ。

１１章「都市データの視覚化」はMichalMigurskiによるもので、我々 の身近な世界で股も砿饗なある

データを、オープンにして美しく加工するまでの経緯を詳しく説明する。

１２軍「sen８０.u8の股,il･」はJe価eyHccrによるもので、データの11J視化をソーシャルな活動として捉え

111〔し、この新しい拠点を元に150年におよぶアメリカの国勢,測壷データを探求する。

１３歳「データでできないこと」はＣｏｃｏＫｒｕｍｍｅによるもので、人々が犯しやすいデータについての誤

解と誤使用をわかりやすく示した。

１４章「自然司舗のコーパスデータ」はPeterNorvigによるもので、ウェプから収集した１兆船の自然言

鮒コーパスデータをⅢいて、いくつかの刺激的な例題を疏将に案内する。

１５章｢データの中のﾉt命:ＤＮＡ物語｣はMattWoodとBenBlnckbumeによるもので､ＤＮＡの中のデー

タの美しさと共に、そのデータを生成、収集、加工する巨大なシステム維盤について述べる。

１６章「実世界のデータをビューテイフルにする」はJean-ClaudeBradley、RajarshiGuha、And塵w

Lang、Pie両eLindenbnum，CameronNeylon、AntonyWillium8、EgonWillighagenによるもので、

クラウドソース化と恐い切った透明性の組み合わせにより、新築発見研究の11t界をniI逆させる試みにつ

いて紹介する。

１７章「外見のデータ解析：数百万人の社会的ステロタイプ糾壷」はＢｒもndanO,ConnorとLukas

Biewaldによるもので、他人の顔写真を人々に匿名で評価してもらった際に現れる相関とパターンを紹介

する。

１８章「ベイエリア・ブルース：他宅Ilj瑚刷嘘の影靭」はHadleyWickham，ＤｅｂｏｍｈＦ・Swayne、

DavidPooleによるもので、ベイエリアにおける近年の住宅市珊州壊をオープンソースソフトウエアと公

開データに基づき灘し<追った。

１９章｢政治に間するビューテイフルデータ」はAndrewGelmnn，JonathanP､Kastel1ec，YairGhitza

によるもので、統iil･というツールとデータのⅡ｢視化により、社会を紺織する政治プロセスについての洞察

を禅た耶例を紹介する、

２０章｢データをつなぐ｣はＴＯｂｙＳｅｇａｍｎによるもので、ウェプから11ﾄられる多くのデータセットをつな

ぎ合わせる難しさとその可能性について探求する。



本書の表記
本脊では、以下の炎紀を使用しています。

守帆(cons上antWidth）

サンプルコードを示す。

サンプルコードの使用について

意見と質問
毎

ＶⅡ

本書の目的は、説者の仕ﾘＩの手助けをすることです。一般に、本譜に掲較しているコードは各脚のプ

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戦する場合を除き、出版社に許可

を求める必要はありません。たとえば、本普のコードプロックをいくつか便川するプログラムを作成する

ために、ｉｎ:M1を求める必嬰はありません。なお、Ｏ'Reillyから川版きれている杵輔のサンプルコードを

ＣＤ－ＲＯＭとして眼光したり配布したりするjﾙ合には、そのための棚:可が必嬰です。本ilfや本洲のサンプ

ルコードを引用して剛胆に答える場合、許IIJを求める必要はありません。ただし、本書のサンプルコード

のかなりの部分を製品マニュアルに転載するような場合には、そのための,Ｈｆ可が必要です。

出展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。出展をUl記する際には、

TbbySegamn，JeITHnmmCrbncher細「ビューティフルデータ」（０.RcillyMedia,Inc.）のように、タイ

トル、著者、出版社、ＩＳＢＮなどを盛り込んでください。サンプルコードの使川について、砿規の使川の

枠を超える、またはここで帥:可している範囲を超えると感じる場合は、pcrmissions@oreilly・comまでご

巡絡くだきい°

意見と質問
本番(日本語翻訳版)に間するコメントや質問は以ドに送付してください。

株式会社オライリー・ジャパン

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

晒話03 - 3 3 5 6 - 5 2 2 7

FAXO3-3356-5261

電子メール japan@oreiIly・ＣＯ,jｐ

本祢に間する技術的な賀Ⅲ1や意見につきましては、次の宛先に節子メールを送ってくだきい。

bookquestionH@orcilly・com(英研）

japan@o”ilIy､CO.』ｐ(ｎ本語）

本書のWebページには、砿誤表、サンプルコード、追加情報が掲載されています。以下のアドレスで

アクセスできます。

http:"ｗｗｗ・orcilly・com/catn1og/9780596157128/

http:"www･oreilly,ＣＯ.』p/booksﾉ4873114897／

オライリーに関するその他の情報(文献、会縦、リソースセンター、Ｏ,ReilIyNetwork）については、
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次のオライリーのWebサイトを参照してください。

http:"www､oreiIly・mm

http"www･OrCilIy・cojp
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