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複雑なクエリ１６１

なる。

衷4.8写真コメントテーブル

写真IＤ コメントIＤ コメント コメント投稿者

PhOtO123 1８ カッコいい！ マリー

Ｐｍｔｏｌ２３ 2２ かわい～ アリス

Ｐｍｔｏｌ２３ 2９ 面白い⑳ チャールズ

では、アリスが投稿したコメント群を取得するにはどうすればよいだろうか。それにはアリスのプロ

フィールレコード（彼女のユーザ名をキーとして持つ）とコメントレコードを結合しなくてはならない。

我々のスケールアウトアーキテクチャのせいでデータが散多くのサーバに分倣して硲納されているから、

納合の実行には多くのサーバにアクセスする必要があるかもしれない。襖数のサーバに接続しなくてはな

らないことと、一回のクエリで膨大な凪のサーバ負荷を生成して他のリクエストまでも迎延させることか

ら、この高コスト操作はリクエストの遅延を１Ｍ大させる。

スケールアウトシステムで処理すると高コストになりそうな他の枇類のクエリとして、group-byによ

る染約クエリがある。ユーザが趣味を人ﾉJしているとする。どの趣味に人気があるのかをアリスに見せる

ため、それぞれの趣味ごとにユーザ数を故えたいとしよう。この秘のクエリでは、全データをスキャンし

て数え上げる必要がある。このテーブルスキャンは、システムに堪え難い負荷をかける。さらにアリスの

ページの表示がいつまでたっても終わらないという耶態を避けるため、同期処理することができない。

これらの例から考えると、Ｉ１ｉ－レコードの穆照やレンジスキャンは高速に実行できるものの、より砿い

結合や築約は同期実行できないことがわかる。

我々の手法

原則として我々は高コストな操作を非同期で扱うことにしたが、高コストなクエリは実は非同期には扱

えない。非同期なクエリが自分のコメントをすべて典め終わったかどうかを見るために、アリスに繰り返

し確幽してもらうわけにはいかない。

しかしマテリアライズド・ピュー（Agamw出l他、2009年）ならば非同期に維持できるし、アリスのロ

グインと同時に(同期で)すぐにビューを見られる･元のデータに比べれば、非同期に維持されるビュー

は古くなりがちだが、そもそもアプリケーションは瞳折ではないレプリカにうまく対処できるように柳築

されていなければならないのだから、辿術は古めのビューを扱うのは問題ない。実際、我々はマテリアラ

イズド・ビューを、データのレプリケーションと変換をする特殊なレプリカとして扱っている｡別のｲ|洲

みを投制．、実装することなく、レプリカを史断するのと同じ仕組みでピューを虹新することで、レプリ

ケーションされた元データと同等の侭軌性と一撒性をピューが持つことを保証する。

ビューがバックグラウンドで維持されるにしても、その処理は軽くしておきたい。ビューの維持に多最

のシステムリソースを使うようだと、岡川脇み出しと許き込みにも（全リクエストが迎延するため）懇影

獅を与える。あるいはビューの維持をゆっくり抑えてﾉとらせると、もはや有用ではないくらいピューが11ｆ

<なる。そこでビューの維持を効平的にする〃法を見つけなければならない。アリスが他の人の写典につ

十現在はまだ、マテリァライズド・ピューは半毎項境で椋鋤していない；
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けたコメントをアリス脚身が閲覧するという前述の例で鯵える。主キーではなく外部キー（コメントをつ

けた人のユーザ名）でクラスタ化したコメントデータのマテリアライズド．ピューを作るとしよう。する

と、アリスがつけたコメントすべてがクラスタ化きれる。ざらにこのビューに、ユーザ名をキーとしてア

リスのプロフィールレコードを入れて、彼女のプロフィールとコメントをクラスタ化することもできる。

キーと外部キーによる結合の計算は、「アリス｣で始まるピューレコードの.一群をスキャンして紬合するだ

けの簡恥なものになる。紬果を炎4-9にぷす。

表4.9プロフィールレコードとコメントレコードの相互クラスタリング結合

アリス 西海岸 ３２ アリス・スミス

アリス ＰｈＯ１０１２３ ２２ かわいい～

アリス Pholo203 4３ いいね

アリス Pho1o418 ３３ まあまあかな

←プロフィールレコード

←コメントレコード

↓

プロフィールレコードとコメントレコードをビューの''0であらかじめ結合していないことに注意しても

らいたい。結合するレコードを単に一緒に世くだけで、低コストに結合状態を維持できる。元レコードを

1つ更新するとき、たとえそのレコードが他の複数のレコードと結合されていたとしても、ビューのレコー

ド１つを更新するだけで済む。

どうやって同じテーブルにプロフィールレコードとコメントレコードを格納しているのだろうか。２つ

のレコードはスキーマが側なるため、これは伝統的なデータベースでは難しい。しかしＰＮＵＴＳはその中

核機能として柔戦なスキーマ表現を持つ。１つのテーブル中のレコードはそれぞれ異なる属性群を持つこ

とができる。商品データベースは商品の種類に応じて色、並さ、メモリ容量、味など異なる属性を持つ。

この例に代表されるようにウェプのデータは疎であるため、柔戦なスキーマ柵造はウェプアプリケーショ

ンで非常にｲi川だ。別々のテーブルから得た結合対象のレコードを-…緒に配岡してマテリアライズド納合

ビューを作ろうとしたとき、結果として柔軟なスキーマが皿となることがわかった。

非同期ビューの手法は他の棚類のクエリに応える際にも何棟に役に立つ。gmup-by典約クエリは、あ

らかじめデータをグループ化した、そしておそらくはあらかじめ染約したマテリアライズド・ビューで効

率よく応えられる。非キー閥性の選択といったような、より「簡単な｣クエリに鐘も効率よく唯えられるの

もマテリアライズド・ビューである。カリフォルニア州サニーベールに住むユーザを取得するクエリを考

えよう。我々のユーザテーブルはユーザ端をキーとしているため、このクエリは通常、周コストのテーブ

ルスキャンを必要とする。しかし我々は、このテーブルの位般フィールドに対してマテリアライズド，

ビューの仕組みにより２つめのインデックスを張り、そのインデックスを順序付きＹDOTテーブルに格納

して｢カリフォルニア州サニーベール」インデックスレコードをレンジスキャンすることで、このクエリに

応えることができる(表4-10)。



他システムにおけるマテリアライズド・ビューと何様に、どのようなクエリが発行されるのか'nIiIにわ

かっていれば効率的にマテリアライズド・ビューを作れる。戦いにもウェプサーバのクエリでは、pIIIiiIに

わかっているテンプレートに対して、実行時に位股やユーザ端などの特定のパラメタを指定する。アプリ

ケーション開発稀はこのようにして、どのクエリがマテリアライズド・ピューを要するほど複雑であるか

を事前に知っている。ＰNUTSに格納したデータにアドホツクなクエリを発行する場合は、MapReduce

のオープンソース実焚であるHadooPを走らせている計伸グリッドに、災々のシステムからプラグインを

用いてデータを取り出さなくてはならない。

複雑なクエリを扱う別々のⅡ:細みがいくつか揃ったら、クエリを効率的に実行するのを助けるためにク

エリプランナを実装すると便利だ。プランナはアプリケーションIHI発者から負担をいくぶんか取り除き、

どのように実行されるのかを過度に気にすることなく、賞訂的なクエリ記述を可能にする。とはいえ我々

の規模で効率的なクエリプランナを実現するには、高度な統叶の収巣、負荷監視、ネットワーク監視、そ

の他さまざまな仕組みを用いてプランナが餓も効率的なクエリプランを作るように、システム中でボトル

ネックとなり得るものすべての1W報を確実にクエリプランナに与える必要がある。

他のシステムとの比較１６３

他のシステムとの比較

１
１
１
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Bigl,able（Chang他、2006年）はGoogleの数々 のウェプアプリケーションを支えるために投１１１．された

システムだ。このシステムは、鵬本的に「bigtable｣を数多くの小さなタブレットに水平パーティション

化し、これらタブレットをサーバ川に分散きせている。スケーラビリティのための鵡本的な手法、柔牡な

スキーマ、順序付けしたストレージは我々のｆ法と似ている。しかしBigTableとたもとを分かつ、股計

上の決断がいくつかある。

１つめの大きな通いはしプリケーションの手法である。BigTableはGoogleFileSystem(ＧＦＳ：

Ghemawat他、2003年）の上に榔築されている。データをレブリケーションする際、GFSは３つの異な

我々 がPNUTSについて考え始めた時、他の２つの大規模データベースシステムがGooglGとＡｍｎｚｏｎ

から発表されたばかりで、さらにMicrosoftから３つめが砿jルしようとしていた。股i11.にあたって、彼ら

のアイデアのうち我々にも打川なものはあるだろうかと、注意深くこれらのシステムを分析した。これら

のシステムのアイデアのうちいくつかは我々に影智を与えたが、我々は多くの点でアーキテクチャの腿な

る新しいシステムを栂築することにした。ここでは、これらのシステムをそれぞれ見て、我々がなぜ彼ら

と設iii･原則を異にしたのかを縦鐙する。

GoogIeのBigTabIe

位回 ユーザ名

カリフォルニア州サニーベール アリス

カリフォルニア州サニーベール マリー

カリフォルニア州サニーベール スティーブ

カリフォルニア州サニーベール ザック
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るサーバにある３つのコピーデータを同期更新する。この手法は、サーバ11Mの迩延が小さい単一のcoloで

はうまく働く。しかし膜域に分倣した３つのcoloに世かれたサーバをImIjUI虹新するのはコストが高すぎる。

アリスの話で首えば、インターネットバックボーンへの接続が細いデータセンタに彼女の友達がアクセス

している時、アリスは自分の状態が更新されるまで長時間待たねばならない可能性がある。coloをまたい

だしプリケーションを支えるため、我々は時間軸確合性と共に、それにIMI迎したマスタシップ､負荷分散、

陳郷対応の仕紙みを|M発した。

さらに災々 は、ＧＦＳとBig【､nblcのⅢlにあるような、データベースサーバとファイルシステムとの1mの

明確な分離はしないことに決めた。GFSはもともと、MapReduceを始めとする巨大ファイルのスキャン

を中心とする負荷のために設川･され、最適化されている。BigTableは各々 のレコードのバージョン履雁

を保存するためにGFSを川い、祥最節約のためにSSTableと呼ばれるファイルフォーマットに圧縮保存

している。これはつまり、レコードを枕みⅢして史新する時に、データをデコードして、さらにこの脈縮

フォーマットヘエンコードしなくてはならないことを意味する。さらにＢｉ剛､ableのスキャン中心性のた

め、BigTableは全ユーザの全位佃を収僻するといった列中心のスキャンには強い。しかし我々の負荷の

多くは、それとは対照的にﾘｉ－のバージョンの単一のレコードや、狭い範州のレコードを読み書きするも

のである。従って我々は、B-tree糊成した完全なレコードとしてデータをディスクに保存している。こ

れは主キーによって撤別された1M別のレコードを刷迎に見つけてその期で更新するのに峨適化した手法

である。

他にもＰNUTSとBigl,ableの柑述点はある。例えば、アプリケーションがひとつの巨大なテーブルで

はなく、複数のテーブルを持つことができる。さらに順序付きテーブルとともにハシシュテーブルもサ

ポートした。BigTableに追随しているMegaSto唾(Furman他、2008年)というＤＢはトランザクション、

インデックス、班揃なＡｌ,Iを辿加しているが、それでもなおBigMD1eの牧没に従っている。

ＡｍａｚｏｎのＤｙｎａｍｏ
膨大な量のデータ取り扱いのためにAmazonが近年柵築したシステムのひとつがＤｙｎａｍｏ(DeCandia

他、2007年)である。高可川惟を持った、巨大なスケールの綱造的データストアを作るという我々の目標

に最も近いもののひとつである。Ｄｙｎａｍｏではレコードのことをオブジェクトと呼ぶ。アプリケーション

が侃磯のレプリカに杏き込むことをiil:し、次に税明するゴシッププロトコルによってこれらの更新を他の

レプリカに遅延伝搬させることで、書き込みの可用性を実現している。

遅くて障害の発生しやすいネットワークに対処するために更新を遅延伝搬させるという決断は、我々の

ものとも合致する。しかしレプリケーションの仕組みはまったく述う。ゴシッププロトコルでは、ランダ

ムに進んだレプリカに虹新を伝搬きせ、さらにまたランダムにレプリカを迦んで伝搬させる。このプロト

コルは、多くのレプリカが比彼的尚迎に災新されることを確率的に保征するが、それにはこのランダム性

が欠かせない。しかし我々の鳩合では、ランダム性は明らかに最蒋ではない。アメリカ西海岸のcOloに

対してアリスが自分の状態を更新することを砦えてみる。ゴシップではこの史新はランダムにシンガポー

ルのレプリカに伝搬し、その更新がさらにランダムにテキサスのレプリカに伝搬し、その更新がさらにラ

ンダムに来京のレプリカに伝撤するといったことが起こりi1卜る。このⅢ新は太､14沖を３１ｌ１１棚切っているが、

より決定的な手法であればkiIi(な太､14洋横断バックボーンの帝域帆を節約して、この更断の転送を（そし

て他の更新も）１度だけにできる。さらにゴシップでは更新を伝搬しようとするレプリカは他のcoloのど

のサーバがレプリカを持っているのかを知る必要があるため、負荷分散や陳智回復のためにデータをサー

’



MicrosoftのAzureSDS

MicrosoItはAzureサービス（http:"www・microsoft・com/nzure/)の一部として大規模版のSQLSorvcr

(SQLデータサービスと呼ばれる）を綱築した。ここでもまた、拠点は水平パーティショニングによるス

ケーラピリティにある。SDSの紫1Ｗらしさは縦横にインデックスを付与したデータによる拡扱クエリ能力

と、ＳＱＬServerをクエリ処理エンジンとして提供しているところにある。しかしＳＤＳは厳格に蚊､ﾘされ

たパーティショニングによってこのクエリ炎現〃を途成している。アプリケーションが白身のパーテイ

ションを作成すると、簡単にはパーティション分けを変更できない．つまり、あるバーティションに対し

て表現力豊かなクエリを発行できるものの、パーティションが巨大になったり高負荷になっても、このシ

ステムはＩＷＷＩに自動でそのパーテイシヨンを分剤してホットスポットに対処することができない。我々 の

システムはテーブルという抽象化のﾃ後にあるパーティション化を脚蔽しているので、負荷対鞭、隙11f対

碓のためにパーテイシヨンを作成したり座史したりできる｡これは枇々のクエリモデルが災現ﾉ｣ではかな

わないことを恵味する（我々のシステムはパーテイションをまたいだ似雑なクエリをサポートしない)が、

前述のビューなどのクエリ機能を拡拙する方法を模索し続けている。

ＳＤＳとのもうひとつの違いは、ＰNUTSがシステムの幾本機能として広域レプリケーションを伽えてい

ることである。ＳＤＳの少なくとも初期のリリースでは、負荷をiIt-のデータセンタで受け持つことを前提

としておI)、プライマリレプリカが充全に利川ｲﾐ能になった時にのみリモートのコピーが使われる。投々

は、シンガポール、ベルリン、リオ・デ・ジャネイロにいるアリスの皮遠には、それぞれのローカルにあ

る「プライマリ」のコピーから彼女の更新を受け取れるようにしたかった。

（'111で移動させるのが難しい。

ＤｙｎａｍＯとのもうひとつの大きな述いは整合性維持プロトコルにある。ゴシップは史新が低搬している

当座のⅢlレプリカに不整合があるものの、全データのレプリカが蝦終的には一致するという納果整合性に

向いている。特に、レプリカは後に｢不砿」と見なされる状態をも取れる。例えばアリスが状態を｢おやす

みなさい｣から｢取り込み中」に、位例を「I21宅｣から｢会ｷl:」に虹新することを考えてみる。更新の叩祢か

ら見て、アリスにとっての(それが大'１１なのだが)レコードの適切な状態は(おやすみなきい、自宅)か(取

り込み111．自宅)か(取り込み中，会社）しかあり1¥ない。紬果諮合性では、この２つのⅢ新が異なるレプ

リカに対してなされた場合、一部のレプリカは「会社｣の更新を先に受けるため、これらのレプリカでは

一時的に（おやすみなさい，会社)の状態になる。上司にはこの状態を見られたくない。レコードに対す

る襖数の災新がⅡ;しい順序で適用されることを前提としているアプリケーションは、結果整合性よりも強

い保征を必要とする。我々の時|Ⅲ柚盤合性モデルはレプリカが占くなってしまうことを肺す代わりに、古

いレプリカでさえも砿しい更新叩をⅨ映した盤合性のとれたバージョンになる。

他にもDynamoとの違いはたくさんある。まず、Dynamoは順序付きテーブルを持たず、ハシシュテー

ブルのみを提供する。そして我々は負荷分倣と障害復旧を、的として、データとサーバの結びつきをより

柔軟にしている。特に順序付きテーブルの場合は、’１#前にｒ兇できないホットスポットが生じ神る･

AmnzonはDynnmoの他にもバイナリデータを格納するＳ３、インデックス付きの柵近化データに対して

クエリを実行するためのSimpleＤＢを紐供する。SimpleＤＢは磯術なAPIを持つものの、アプリケーショ

ンはデータのパーテイション化に向き合う必災がある。各パーティションには決められた上限容祉がある

からだ。つまり、１つのパーテイション中でのデータ格納量が制限されている。

１
１
１
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他の関連システム

我々と同槻にスケーラピリテイと粂戦性を求める企業がさまざまな他のシステムを柵築している。Ｆａｃｅ

bookはCassandra(Lakshmnn他、2008年）というDynamo似のインフラの上にBigTable似のデータモ

デルを築き、ビア・ツー・ビアのデータストアを構築した。結果的にCassandraは結果盤合性のみを提

供している。

Flickr(Pnttishall)やFacebOok(Sobel,2008年)で使われているMySQLのシヤーデイング(8harding）

手法に代表される分割データベースは、多数のサーバにまたがらせてデータをパーティション化すること

によりスケーラビリテイを提供する。しかしシャーデイングシステムは通常、我々が望むほどのスケール

のHlIlさやデータの広域レプリケーションを提供しない。SimpleＤＢとまったく同様に、データをあらか

じめパーティション化しなくてはならない。さらに、マスタとなって書き込みを受け付けるレプリカは１

つのみである。ＰNUTSでは、汎なるデータセンタにあるすべてのレプリカに（レコードごとに述うもの

の)沸き込みuI能である。

Yahoo1の他のシステム
ＰＮＵ'1,Sは､Yahoo1で柵築しているいくつものクラウドシステムのうちのひとつである。他に２つ、デー

タ怖理を目的とするクラウドコンポーネントが存在するが、ＰNUTSとは異なるⅢ脳のためのものである。

MnpRcduceフレームワーク（ＤｃＩｍ，Ghemawat、2007年)のオープンソース実装であるHndoop(http:〃

hadoop・apache,org)は、巨大なデータファイルを超並列で分析処理する。Hadoopはスキャンに岐適化し

たＨＤＦＳというファイルシステムを持つ。これはMapReduceジョブが主にスキャンを中心とする負荷を

発生させるためである。それとは対照的に、ＰNUTSは個々のレコードの読み書きに旅力している。もう

ひとつのシステムはMObStorといい、画像や動画などの阪大なオブジェクトを格納するために股計され

ている。MObStorのＵ的は、不変なオブジェクトのための低迦延で低コストなストレージを提供するこ

とにある。多くのアプリケーションはレコードのストレージ、データ分析、オブジェクト検索を必要とす

ることから、我々 はこの３システムをシームレスに結合しようとしている。2009年のCooperらによる浩

文では、これらのシステムを包柵的クラウドヘと結合する我々の取り組みを概観している。

まとめ
我々がPNUTSプロジェクトに染l)出したとき、頭の中には数千のサーバと複数の大陸にシームレスに

スケールできるシステムがあった。そのようなシステムを柵蕊するには、単なる技術力以上のものが必要

だった。我々は、データベースの分野においてすでに解決済みの多くの縦翁を無し返さなくてはならな

かった。ＡＣＩＤを投げ桧てるという決断は比蚊的簡単であったが、それに代わる何かを側発しなくてはな

らないということを間もなく理解し、その結果として時IⅢ軸整合性モデルを開発した。このモデルは没iil・

上は比較的シンプルだが、並輔の隅をつつくような複雑なケースに対処し、効率的な機椛を実装し、ア

プリケーションのユースケースをこのモデルに対応させるという仕邪は、深い思考と多くの繰り返しを要

した。もうひとつ書き記しておきたいことは、ユーザも我々も、クエリ雷語をシンプルなものに制限する

ことに対して、現実を甘く見過ぎていたということだ。側発将が本物のアプリケーションをＰＮＵＴＳｋに

柵築しようとし始めるに従い、我々が扱うことのできない少激の棋雑なクエリが、このシステムの採用に

とって火きな障害であることを理解するようになった。もしこれらのクエリを扱う仕組みを開発しなかっ

たら、開発者達はアプリケーションロジック中でネステッドループ結合などを用いて高コストな処理を実



笈したり、彼らの負荷を支えるために外部のインデックスに剛繁にデータをエクスポー1､するなどの複雑

な1,1避鋪を卿じればならなかっただろう。

クラウドデータ管理はまだ生まれたばかりの分野のため、多くの異なるシステムが彼ill．、実装、逆用さ

れている。ＰＮＵＴＳシステムに体現きれたアイデアによって、１Ｗ単に管理できて、幅広く使えて、複数の

アプリケーションを同時に収容できるクラウドデータベースシステムに近づきたい。柔飲で、効率的で、

111:界111から使う邪ができて、しかも非常に強靭なデータバックエンドをアプリケーションに提供したい。
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騒章

１情報プラットフォームと
データサイエンティストの登場

Je〃Ｈａｍｍｅ的aCher

図書館と脳
１７歳のとき、私は米国インディアナ州フォートウェインの食料雑貨店のレジ係をクビになった。失乗

状態は大学入学までのわずか２か川H1だったが、私にとっては格好の機会だった。クビになったことはi山ｊ

親には蹄きず、毎｢I午後になると照ズボンに黒靴、IfIシャツ、Ｉ荊というレジ係の服装で家を川た。両親

にしてみれば、クーポンをスキャンしに行く叩側が整ったように兇えただろう。しかし、爽際は10時Ⅲ

という勤務時川を公立図書館での説脊に充てていたのである。

好奇心旺盛な人は、自分の脳がどのように働くのか知りたがるものだ｡17歳の私はかなり好奇心旺盛で、

図書伽での時川を使って脳がどのように働き、壊れ、回復するのかを学んだ。人間の脳は、WQi感弛を

保つ、体温を側節する、まばたきがときどき行われているかを確iulすることのほかに、大皿の怖報を収巣、

処理、作成する機能を持つ。恩たちは、自分たちの侭かれた状況にどう対処するか、司葉通いや手足の

位置をどうするかという身近なことから、配偶肴の選択や教育といった長期的な計画にまで無意識に反応

している。脳の働きの中でも興味深い機能は、単に知覚データに反応を起こす能力ではなく、ｉｉｉ･画を立

てて新しい愉報を作成するという、梢棚の宝M【としての脳の役削である。職はその仕組みについて学び

たいと秒えていた。

しかし、脳についてひとつやっかいなことがある。それはそれぞれ１つの体に格納されているというこ

とだ。そこで、たくざんの脳から情撒を染めるために、図許館を建てる必要がある。図書館学の分野は、

図書節に格納された情報をlか所に集めて、将来利川できるようにするための技術を大量に生み出した。

これについては、AlcxWrightが番いた｢Glutj(JosephHemyPre8s刊)がおもしろい。これからの検索

では、図桝航は怖報を格納するだけでなく、新しい梢慨を作成するというin典な役荊を担っていく。これ

を哲学村DImielDennettは次のように炎現している。「学肴は図抑館をもうひとつ作るための手段であ

る｣。

図許館や脳は、情報プラットフォームの一例である。情報プラットフォームは、企業が備報の収集、処

理、作成を行うために努力した足跡であり、これによって維験的データからの学習過程が加速化される。

2006年にFhceboOkプロジェクトに参加した仏は、必然的に悩報プラットフォームの僻築から始めた。

Facebookのユーザ数が驚異的に瑚加したため、開発したシステムは最終的に数ＰＢ(ペタバイト)ものデー

タを管理することになった。本章では、Facebookの情報プラットフォームの栂築で直面した数々の問題

や、オープンソースのソフトウェアから解決方法を見つけたときに学んだ教訓について述べる。また、傭
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州を仙って大脳のデータを扱う製肺やサービスをＭ１発したり、企巣が立てた目標を述成するのを手助け

する、というデータサイエンティスl､の欣典な役割についても脱lﾘlしたい。過去数１．ｲドのⅢIに、企紫が冊

報プラットフォームの桝築で間迦にlh:血したときどう対処してきたか。これも見ていくことにしよう。

譜を始める前に、さきほどの後、談を。私が食料雑貨店をクビになった代わりに図評館に通うという賢

い$11.画は、思うように行かなかった。縦脊三昧の至禍の日々を数I~I過ごしたある晩、図符館の外に出ると

121分の１１〔が見つからない。刈時、’1(が見つからないことはよくあったが、そのとき駐叩嶋にはり〔が1台も

なかった。何かIⅢ題が起こったとピンときた。母が私の#|･両に勘づいて、ｊＩ〔をレッカー移動させたのだ。

家までの催い道のりを歩いて婦るⅢ１，大邪な教訓を学んだ。「自分で見つけた解決方法は悩疑的な目で見

ること。そして、吐親をだまそうとしないこと｣。

白戸認識龍力を持つようになったFacebook
Ｆａｃｅbookは2005年９月に大学生以外にも公開されるようにな')、商校生もアカウント畿鰍が,lﾔ可され

た。忠披心の高いユーザは激怒したが、Facebookのチームはサイトの方向性は正しいと琴えていた。そ

れが１１§しかったという確証は持てないが。

その後、Facebookはほぼすべての大学の学生たちに広まったが、うまく軌道に乗らない大学もいくつ

か拠っていた。成功した例とそうでない例とでは、イロIが巡ったのだろうか？その成功を促した腿閃は一

体何なのか？

2006年２月、私がFacebookの而接を受けたとき、Facebook側はこれらの課題を積極的に解決しよう

としていた。私は大学で数学を学んだあと、１年近くウォール街で働き、金利や、価格の複雑な金儀派生

商,H1，そして住宅ローンのヘッジ資金を予測するモデルを間発した。プログラミング維験は少々、学業成

細は倣々 、というのが私の雑膝である。そんな秘をFl1ccbookはリサーチサイエンテイストとして採〃Iす

ると司ってきた。

ln1じころ、Facebookはレポートおよび分析の担当責任者を採ⅡＩした。この責任巷は、私よりも問題領

域に関する経験をかなり積んでいた。職たちは、もう１人のエンジニアとともにデータの収巣、格納を行

うためのインフラストラクチャを栂築し始めた。これによって、製品に関する前述の課胆を解決できるは

ずだ．

殿初、オフラインで梢棚を格納するために、FacebookのＭｙＳＱＬサーバの層にクエリを送侭する

Pythonスクリプトを書き、リアルタイムでイベントログを処理するデーモンプロセスをＣ++で書いた。

このスクリプトは予定どおりに動き、１日に約10ＧＢ(ギガバイト）のデータを集めた。あとでわかったこ

とだが、このシステムは一・般的に｢ETL｣と呼ばれる｢データの抽出、加工、書き込み｣処則を行っていた。

この'〕ythonスクリプトとＣ++で件いたデーモンプロセスが、Fnccbookのソースシステムから-．脱デー

タを吸い上げる。そして、オフラインでクエリを実行するために、私たちはそのデータをMySQLデータ

ベースに人力した。さらに、MySQLデータベースに入力されたデータを一通り調べるスクリプトとクエ

リを作成して、有用な表現に愉撒典約した。このオフラインデータベースは意思決定支援に適しており、

｢データウェアハウス」として知られている。

雌終的には、オフラインのMySQI,データベースからデータを抽川して、集めた怖報の概典を内郁ユー

ザに衣派するiii単なＰＨＰスクリプトを作成した。このとき初めて、職たちはサイトの朴定の機能がユー

ザ活動にどのような影響を与えるのかという並要な課題を解決できるようになった。初めのころは、ログ

インしていないユーザ用のデフォルトページのレイアウト、ユーザの招待ルート、遜子メールのコンタク



皿
ビジネスインテリジェンスシステム１７１

トリストのインポート機能のデザインといったいくつかのルートを分析して、どうしたらユーザ活動を簸

大限まで地やせるかを洲べた。さらに、股膿データを使ってiWi単な製IHIのiM発を飴めた。この111には、ブ

ランド広告主に人気があるスポンサ付きグループメンバの機能を集約する社内プロジェクトも含まれてい

た。

当時私は理解していなかったが、私たちはＥＴＬフレームワーク、データウェアハウス、企業ダッシュ

ボード↑といった、堆本的な「ビジネスインテリジェンスシステム」を櫛築していたのである。

ビジネスインテリジェンスシステム
1958年、HansPeterLuhnは『IBMシステムジャーナル」で、あるシステムに関する詩文を発表した。

このシステムは、ユーザ活動の狩微を戎す｢関心'1のプロフィール｣に基づいた｢アクションポイント」に、

文譜を｢遇択的にffifIl提供｣する。彼は驚くべき予前をしてみせた。この論文のタイトルは｢ビジネスイン

テリジェンスシステム｣。おそらく、このとき初めて「ビジネスインテリジェンス」という川甜が職jルした

と思われる。

このシステムは、リアルタイムで情報を流す以外にも集めた文書全体にわたって「冊慨検索｣すなわち

サーチすることができた。Ｌｕｌｍは、アクションポイントの砿要性を強調することで、Ｕ的速成における

梢報処理の役削に猟点を当てた。すなわち、lliにデータを染めて集約するだけではI･分ではなく、企梁

はデータから染められた知捜をもとに、遮幹乗務の遂行能力を向上させる必要がある。また、Luhnは定

期的にデータをふるいにかけ、必要に応じて抜粋した梢慨をアクションポイントに撚叔する「レポータ」

機能を提案している。

ビジネスインテリジェンスの分野は、Luhnの勘文が発炎ぎれてから半11t紀以上にわたって発展してき

た。ビジネスインテリジェンスという川鮒は、柵避化データの符理とよ')密接なつながりを持つように

なった。現在の典瑚的なビジネスインテリジェンスシステムは、データソース群からデータウェアハウス

に定期的にデータを引っ強るＥＴＬフレームワークで柵成されている。その他にも、ビジネスアナリスト

が社内向けのレポートを作成するために使用するビジネスインテリジェンスツールがある。Luhnが描い

たビジョンから現在の状況にいたるまで、職たちはどのような道のりをたどってきたのだろうか？

まず、1970年にＥ､Ｆ・Coddがデータのリレーショナルモデルを提案した。その後、1970年代中域には

IBMが実際に動くリレーショナルデータベース符即システム（RDBMS)のプロトタイプを開発した。

RDBMSの職場でユーザ向けのアプリケーション柵築が非常に容易になり、1980年代初期までの間に

RDBMSはつぎつぎに使われるようになった。

1983年、'reradntnは意思決定支援向けに股叶きれた初のリレーショナルデータベースをWellsFargo

に販光した。それから数年後の1986年、RmlphKimbaIlがIiilじ市jﾙ向けのデータベースを開発するため

にRcdBrickSy8temsを没立した◎ざまざまなシステムがTeradataとRedBrickSystemsの製品を使っ

て開発されたが、データウェアハウスに関する探地的なテキストが初めて発行されたのは1991年だった。

Billlnmonの「BuildingtheDataWarBhouse」（WilGy刊）は、データウェアハウスの設計に関するわ

かりやすい本で、データウェアハウスの柳築方法やﾘＩ例が排し<載っている。Inmonは、既存のデータ

ソースやビジネスⅡ標を十分に研究したI:で企繁データモデルを柵築するよう提WＩしている。

1995年、Inmonの粁脊が人気を博し、企粟のデータセンタ内にデータウェアハウスが急期したころ、

十訳注：経営状態を悦覚化するビジネス行理ツール‘
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TheDntnWnrehouselnstitutc(TDWl）が投京された。ＴＤＷ】はカンファレンスやセミナーをlIllいて、

データウエアハウスのビジョンを明賊にしたり知識を広める上で、依然として亜要な役削を担っている。

１回1年、スタンフォード大学がWHIPS研究榊想を発表したとき、データウェアハウスは学会で狸められる

ようになった。

1996年、RalPhKimballは「TheDutaWnrehouseToolkit」（WiIcy刊）を出版して、Inmonの方法に

拠総を唄えた。Ｋｉｍballは、データウェアハウスの１１t界への別のルートを推奨している。企業データモデ

ルを拾てるという方法だ。Kimbnllは冊なるビジネスユニットによってデータ｢マート」を作り上げるべき

で、それらは「バス」でつなげることができると主狼する。さらに、砿規化データモデルを使う代わりに、

デイメンショナルモデリングの使川を提ＩＭＩしている。デイメンショナルモデリングは、データウェアハウ

スの火装時に多く見られる特定の作梁負荷に対応するために、リレーショナルデータモデルに多少手を加

えたものだ。

Ｈ日とともにデータウェアハウスの規桃が大きくなるにつれて、ビジネスアナリストは小規模のデータ

サプセットを迅速に操作したいと思うようになってくる。そのデータサブセットは、いくつかの「ディメ

ンション（次元)」でパラメータ化される。このような考えから、1997年にMicmsoftのJimGrayらの研

究グループがCUBE演算子を導入した。この新しい演算子によって、小規模で多次元のデータセットに

迅述なクエリを火行できるようになった。

リレーショナルモデルは、ユーザIi1lけのアプリケーション柵築にはIiIlいているが、冊報プラットフォ.－

ムの柵築には股適ではないかもしれない。そういった兆候をディメンショナルモデリングやＣＵＢＥ減算

子が示していた。さらに、Luhmが提案するビジネスインテリジェンスシステムの中心要素はテーブルで

はなく、文脊やアクションポイントだ。その一方で、あらゆる１１t代のエンジニアはリレーショナルデータ

処珊を行うシステム椴築に関する柑当な専lmI知倣を持っていた。

さて、過去の識はこれぐらいにして、Facebookの話題に鵬ろう。

データウェアハウスの停止と復活
Fnccbookでは、MySQLデータウェアハウスに常時多くのデータを書き込み、クエリを実行していた⑥

爽際のサイトで利用しているデータベースでクエリを火行するだけなのだが、自分たちのデータウェアハ

ウスでのクエリの実行時間が非常に1といことに驚いた。データウェアハウスの専門家と錨し合ったとこ

ろ、クエリが複雑でデータ量が多いため、実行に数時間から数日かかるのは当たり前であることがわかっ

た。

ある、，データベースのサイズが1ＴＢ近くに達したとき、mysqldデーモンプロセスが突然停止した。

しばらく,卿在した後、データベースを岬起肋することにした。１１F起動が鮪まったので、その11は州宅した。

翌lWlｲ|:邪に鵬ると、データベースはまだ似旧中だった。多数のクライアントが変更するデータに一側性

を持たせるために、データベースサーバは｢REDＯログ｣や｢ＷＡＬ(write-aheadlog：先井きログ)」と呼

ばれるすべての稲集を記録するリストを保持している。もしデータベースサーバが突然停止してIIj起動し

たら、REDＯログから峨新の細典内容を醜み込んで、できるだけ111<地の状態に戻す。息たちが間発し

たデータウェアハウスの規模では、MySQLデータベースの復旧にかなI)の処理時IH1を興した。データ

ウェアハウスが動き出すまで３，かかったのである。

この時点で、データウェアハウスをOmcleに移行することにした。Oracleのデータベースソフトウェ

アは、火容最データセットの管理に適している。さらに、高価な商密度ストレージとSunの強力なサー
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（を雌入して、斬しいデータウェアハウスを動かし始めた。

MySQLからOracleへの移行で、この２つの概恥的なリレーショナルデータベースの実装に迎いがある

ことがわかった。大量のデータをインポート、エクスポートする機能では、メカニズムが完全に孔なって

いた。ざらにSQLの方言を使用していたため､多くのクエリを書き直す必要があった。もっと悪いことに、

OmclGで他川しているPythonのクライアントライブラリは非公式で多少バグがあったため、IMI発者にIh：

接辿絡しなければならなかった。

この火蛮な作業が数週間続いた末、スクリプトをOracleの新しいプラットフォーム上で動くように跡

き換えることができた。夜ごとの処理はIMl胆なく進み、Oracleの川辺ツールをいくつか使ってみようと

盛りｋがっていた。特に、Oracleには私たちがPythonで秤いたスクリプトの代わりになると期待される

OracleWarehou8eBuilder(OWB)と呼ばれるＥＴＬツールがあった。しかし､幾念ながらこのソフトウェ

アは仏たちがサポートしなければならない膨大なデータソースを前提としていなかった。その当時、

Facebookは抑晩染めたデータから作られた数万のMySQLデータベースを持っており、Oracleでも私た

ちが直面していたETLの問題には対処できなかったのである。しかし、政ＴＢのデータを持つデータウェ

アハウスを動作させることができてうれしかった。

さらに、クリックストリームを記録し始めた。初Ｒは丸１，かけて400ギガバイトの非構造化データを

OrncIeデータベースに送り込んだ。ここで、仏たちはまた'21分たちのデータウェアハウスに慨雛的な１１

を向けることになる。

データウェアハウスを超えて
ＩＤＣは、デジタル空間は2011年までに1800エクサバイト（1エクサバイト＝1024の６乗バイト）に拡

大すると予測している。このデータのほとんどはリレーショナルデータベースで符理されることはない。

椛逝化データに合わせて、非僻造化データから愉報を抽出できるデータ管理システムの開発が急務であ

るが、解決方法の合意がほとんど得られていないのが現状である。

とりわけ、自然言語のデータは磯獄で梢慨があふれているが、データウェアハウスによる管理はあまり

行われていない。文書保管血や青声録併によって保存されることがほとんどだ。こうした日然浦jMiやそ

の他の非1W辿化データを縦理するために、各企業はさまざまな断しい分りfに向けたデータウェブハウスベ

ンダの製品を視野に入れている。その・例が企業検索と呼ばれる分野である。

ほとんどの検索会社が、ワールドワイドウェプと呼ばれるハイパーリンクが埋め込まれた文書の染まり

をナピケートするツールを構築する中で、社内文評の管理に特化した企乗もあった。1996年にケンブリッ

ジ大学の研究将たちが没市したAutonomyCorPorationは、ベイズ碓紛アルゴリズムを使って亜喫な文

評の符理を容助にした。1997年、ノルウェーではFastSearchandTrIms他r（FAST)が股立された。Ｉｉｉｌ

社の核となる技術は、より直接的なキーワード検索とランキングである。２年後､櫛造化メタデータを使っ

て文啓を収巣する「ファセット検索」と呼ばれる技術に注ⅡしてEndecaが投立された。GooglCは、検索

分野での経験を活かして、2000年に企梁検索アプライアンスを発表した。

企梁検常の分野は、わずか２，３年のINIに数I･侭ドル(数千値円)規模のilj場に発展した。現在ではデー

タウェアハウス市場からほぼ完全に独立している。Endeczlは、典型的なビジネスインテリジェンスのツー

ルをいくつか待っており、データベースベンダの中にはテキストマイニング機能をシステムの中に組み込

んでいるところもある。しかし、櫛避化および非仙造化の企業データを管理する完壁な統合ソリューショ

ンはいまだ実現していない。
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企業検索とデータウェアハウスは、IiU瀞とも生巌性向上のために企業の怖柵資源を活用するという大

規模なlHl皿への技術的なソリューションである。鮒は1944年にさかのぼる。Ｍ１'1,のKurtLewin牧授は、

｢計画､行動､行動した結果を検証するというステップの循環｣を使用するフレームワークとして｢アクショ

ンリサーチ」を提唱した。同じ問題へのより現代的なアプローチ方法をPeterSengeが見いだした。この

ﾉ法は「学習する組繊」という概念に鵬づいており、彼の著作「TheFifthDisciplinej（Bmndwny

Busincss刊、鰍沢「最強組織の法則｣）の‘I'で排し<述べている。と．ちらの祷哩瑠鐙も、以前の行動から

染められた柵報を吟味してから行動を適嶋させる企業の能力をかなり菰視している。このことから、柵細

プラットフォームはアクションリサーチの柵環を実装するのに必要な怖報を収集、処理、作成する「学刊

する組織｣に必須のインフラストラクチヤであると言える。

さて、柵迩化データと非柵造化データの符理について述べたところで、Fmlccbookの話に戻ろう。

チーターとゾウ
Facebookのクリックストリームのログを肥録し始めた初日、400ＧＢ(ギガバイト）を超えるデータが染

まった。このデータの書き込み、インデックス作成、集約処理で、OraCleデータウェアハウスにかなり

の負荷をかけた。火縄にチューニングしても、１，分のクリックストリームデータを24時間以内に巣約で

きなかった。はっきりしているのは、データベースの外でログファイルを染約して、あとで行うクエリで

使うため、腿約した怖報のみ保存する必凹があるということだった。

ちょうどそのころ、幸いにも大規模なWebサイトのトップエンジニアが私たちのチームに加わった。

彼はWebスケールのクリックストリームデータを処理したことがあった。わずか２，３週間で彼は

Cheemh(チーター)と呼ばれる並列化ログ処理システムを開発したのだ。このシステムは､１日分のクリッ

クストリームデータを２時Ⅲで処剛できる。この成功に大喜びした。

成功はしたものの、CheetahにはいくつかNII組があった。１つは、クリックストリームデータの処理後、

生データは保存用ストレージに格納されるため、再庇クエリを実行できない点である。さらにChcctah

は、読み取り操作の帯域幅に制約のある共有のNetAppファイラから、クリックストリームデータを取紳

していた。各ログファイルの「スキーマ」は、クエリの実行対象の中に保存されるのではなく、処即スク

リプトの''1に組み込まれている。私たちは処叩状況を収典せずに、ｃｒｏｎと呼ばれるUnixの堆本ユーテイ

リテイを仙ってCheetahのジョブをスケジューリングしたため、高機能の負荷分敗ロジックを適用できな

かった。しかし一番政要なことは、Cheetahがオープンソースではなかったという点だ。秘たちのチーム

は少人数だったため、独自システムの開発や保守、そして新規ユーザにそのシステムを使ってもらうため

のトレーニングを行う余裕がなかった。

Ｃｈ“tnhに枠わる有力候補として、2005年後､ドにDougCuttinRとMikcCnklrellaが始めたのが、

ApnchcHndoopプロジェクトだ。これはDougの息子がゾウのぬいぐるみにつけた名前に由来している。

Hadoopプロジェクトは、APache2､0ライセンスのもとでGoogleの分散ファイルシステムとMapReduce

テクノロジを実装することを目的としていた。Yahoo1は2006年１月にDougCuttingを採川し、Hadoop

のi＃１発に膨大な技術リソースをつぎ込んだ。2006年４月、Hadoopは188台のサーバを使って47時Ⅲで

1.9ＴＢのデータのソートが､I能になった。HIMlooPの股011.はＣｈ“tahに比べていくつかの点で優れていた

が、当時秘たちが必要としていた速庇には逆していなかった。しかし、2008年４川までにHadoopは９１０

台のサーバを使って209秒で1ＴＢのデータをソートできるようになった。性能向上に伴い、６０台の未使

川のWebサーバに500ギガバイトのSATAドライブ3台を設侭するように運用チームを説得できたため、



Googleの研究者たちは、股近の拾文で機械学制の難題をいくつか解決する上で学んだことを報告して

いる。音窟遡識や自動翻訳の問題について、次のことを言っている。「多くのデータに遮づいた単純なモ

デルは、少ないデータに韮づいた複雑なモデルに常に勝る｣．秘はこれについてとやかく言うつもりはな

いが、複雑なモデルで成功しているドメインがあることも確かだ。しかし彼らの維験上、多くのデータに

艦づいたIIi純なモデルの方が、帆広い抑航の'111岨でうまくいっているのが１F典である。

Facebookでは、Hndoopはデータの不合川!なｲi効性(theunreasomblee晩ctivcnc8s）を浦用するため

のツールだった。たとえば、サイトを別の細冊に猟ill<するときに、その首縦を紙すユーザに翻訳作業の協

力を求めた。同僚のデータサイエンティストであるCamerDnMarlowは、Wikipedinをくまなく探索し

データの不合理な有効性

‐
１
１
‐

F“ebookで初めてのHlldoopクラスタの叶両を巡めた。

まず、HadoDpとCheetahにログの一部を送佃することから始めた。Hndoopはプログラムによる拡扱

性を側え、過去のデータに対してもクエリを笑行できることから、おもしろいプロジェクトがいくつか幾

場した。あるアプリケーションは、Facebookで交流するユーザ同士のペアすべてにスコアをつけて、２

人の相性を診断した。このスコアは､検索やニュースフィードのランキングに利用できた。しばらくして、

Chcctahの作業をすべてHadoopに移行し、111システムをリl退させた。その後、Ｉ､ランザクションデータ

ベースの収巣処瑚もHadoopに移行した。

Hadoopの導入で、システムは非牌造化データおよび柳造化データの分析給果を大且に格納できるよう

になった。プラットフォームの処理能力がｌロに数白ＴＢ、数千ジョブに向上したことで、新しいアプリ

ケーションを柵築したり、新しい質問に審えられるようになることがわかった。それはi11.に、データを保

存、検索できるようになった規使のおかげである。

Facebookがすべてのユーザに対してI‘IljiをⅢ1<と、ユーザ数は数か凶で急迎にjWえた。しかし、当時

は国別に分頻されたクリックストリームデータを粒度の細かい分析にかけることはできなかった。

Hadoopクラスタ導入後は、すべての履歴アクセスログをHadoopに読み込んで、いくつかの簡単な

MapRedUceジョブを許くことで、カナダやノルウェーなどの国でFacebookがどれだけ急速に普及した

かを再現できた。

肱11、数百万の半公共的な会紡がFaCebOOkユーザの「wall」と呼ばれる禍j,j:板上で行われている。内

部の推定では、Wallのメッセージデー.タベースのサイズは、プログ界の10倍に及ぶとしている。しかし、

Hadoop導入前はこれらの会話の内容はデータ分析用としてアクセスできなかった。2007年、言語学と

統iiI学に蚊いIMj心を持つ夏期研修唯のRoddyLindsnyがデータチームに加わった。Rcddyは単独で、

Hadoopを他ってLexiconという彬晩数ＴＢのメッセージデータを処JRMし続ける強力な動向分析システム

を柵築した。ユーザは、http:"fncebookcom/lcxicomで各自の結果を見ることができる。

Facebookアプリケーションを評価するスコアリングシステムの構築には、似致の異なるシステムから１

つのレポジトリにデータを格納することが並要だとわかった。2007年５月にFacebookプラットフォーム

が畳場してすぐに、ユーザの元にアプリケーションの迅加依執が殺到した。このため、ユーザにとって有

用なアプリケーションと、スパムと遡繊されるアプリケーションとを区別するツールの必要性を感じた。

そこで、APIサーバから染めたデータ、ユーザプロファイル、サイトの活動データを使って、ユーザに肢

も有用と思われるアプリケーションに招待状を削り当てるスコアリングアプリケーションのモデルを柵築

した。

データの不合理葱有効性１７５
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て各訂語のトライグラムのIMi度を数えた。この削庇を使って、彼はiWiIliな分矧器を柵蕊した。この分餓

器でユーザが杏いた掲示板のメッセージを側くると、その人の前捌を決定できる。翻択プログラムにユー

ザを採川するときに、この分矧器を使うことでターケットを絞I)こむことができた。Ｆ“ebookもGoogle

も、多くのアプリケーションで自然言語データを利用している。この蹄題に関しては、本評の第14章で

PeterNorvigが述べている。

GOoglcは、現代のビジネスインテリジェンスシステムの３段階１１の巡化を示唆している。すなわち、こ

れからのビジネスインテリジェンスシステムは、1つのシステムで柵迩化データと非椛造化データを管理

するだけでなく、「単純なモデルで大量のデータを処理｣する機械学洲法のために十分なデータを格納で

きる規模にまで拡大できなければならない、と折摘する。

新しいツールと応用研究
FnccbookでHadoopクラスタを導入した柳川のころ、そのユーザの大半は新しい技術を好んで使いた

がるエンジニアだった。私たちは、情報を企業のより多くの部署で利川しやすくするために、Hadoopの

上で動作するＨiveと呼ばれるデータウェアハウス用のフレームワークを作成した。

Ｈiveには、MapRcduceロジックを蝿め込む侭能を持つSQLライクなクエリ首語が含まれるとともに、

テーブル分割、サンプリング、任意のシリアライズされたデータを処畷する機能が髄わっている。この峨

後の機能は煎喫である。なぜなら、HndoolDに集められたデータは‘肘に柵造が変化しているからである。

ユーザがシリアライゼーションフォーマットを折定できるようにすることで、どのようなデータ榔造を解

析するのかという問題を、Ｈiveにデータを税み込む責任者にまかせることができる。さらに、HiPalと

呼ばれるHivcクエリを柵蕊する簡単なユーザインタフェースを榊築した。この新しいツールを使うと、

マーケティングや製砧符理、セールス、カスタマーサービスといったエンジニア以外の人でも政ＴＢを超

えるデータを扱うクエリを杏くことができるようになった。祉内で激か月使った後、ＨiveはＡｐａｃｈｅ２０

ライセンスのもとで派式なサブプロジェクトとしてHadoopに寄剛きれ、現征も活発に開発が行われてい

る。

私たちは、Hivcの他にもArgusというチャートとグラフを災打するポータルサイト（ＩＢＭのMany

Eycsプロジェクトからヒントを得た）や、Databeeというワークフロー符珊システム、PyHivcという

Python言諾でMapR⑱duccスクリプトを瀞くフレームワーク、Ｃ“ｓｆｍｄｍというエンドユーザIiりけに柳
造化データを提供するストレージシステム（現在はApachelncubatorとしてオープンソースで利用でき

る）を開発した。

新しいシステムが定消した結果、単一のHndooPクラスタが符則する複数のデータ用に行き淵いた。ア

プリケーションログや、トランザクションデータベース、Webクロールなどの企業のデータすべてを、定

期的にHadoop分倣ファイルシステム(ＨDFS)にﾉkデータの形で染めた、師晩数千のＤａｍｂ“処理によっ

て、このデータの一部を栂造化形式に変換し、Ｈiveが管理するＨDFSのディレクトリ内にそのデータを

iWfく。さらに、Argusが提供するレポートを作成するためにHiveの中で悩報集約が行われる。ＨDFS内

では、個々のエンジニアのホームディレクトリ下に｢サンドボックス」を持つことにより、プロトタイプの

ジョブが爽行11｢能になった。

現ﾊﾐ、このクラスタは約2.5ＰＢのデータを怖納し、１I115TBの削合で新しいデータが追加ざれている。

f卿13000を超えるMapReduceのジョブが実行され、５５ＴＢのデータを処理する。クラスタ上で実行され

るジョブの優先順位を劉整するために、複数のキュー間でリソースを平群に分割するジョブスケジューラ



も開発した。

FacGbookのHndoopクラスタ導入で、内外のレポートの強化、ＡﾉＢテストのパイプライン、さまざまな

大規模データを扱う製品やサービスの他に、興味深い応用研究プロジェクトが可能になった。

ユーザがあるサイトに長期間参加するかをＦ測する上で最も並要な要閃は何か？これについて、デー

タサイエンティストのItamarRosennとＣｍｌｍｅｍｍＭａｒｌｏｗは長いこと研究を爪ねた。秘たちは自分たち

のプラットフォームを使って、ユーザサンプルの選択や、異常価の除去、さまざまな特徹駿の算川を行っ

た。参加を予測する方法はいろいろあるが、そのうちの曜小角回帰法をⅢいた。Hadoopを使って算川し

た将徹吐の''1には、プロファイル属性に峰づく友達ネットワークの密庇やユーザカテゴリも含まれてい

る。

新規ユーザにコンテンッを投稿してもらうにはどうしたらいいか？これについて社内で別の研究が行

われた。その内容は、2009年のＣＩⅢカンファレンスで発表された「ＦｃｃｄＭｃ：MotivatingNewcomer

ContributioninSocialNetworkSitc8（ソーシャルネットワークサイトの新規ユーザにいかに投稿愈欲を

湧かせるか)」という浩文に書かれている。Facebookデータチームの餓近の研究では、Facebookソーシャ

ルグラフを通して怖報がどのように流れるかに注、している．この研究のタイトルは「Gesundheit1

ModelingContagionthroughFH“bookNewsFeed(Facebookニュースフィードによる感染にご注意

を！）｣で、2009年のICWSMカンファレンスで発表された。

Facebookで共有されている1W報プラットフォームを使うことで、M々 iIlli拠が染められ、仮説が検祉さ

れ、アプリケーションが開発され、新しい兇識が生まれる。他社でも並行して同様のシステムを開発１１１

だった。

2009年のＶＬＤＢカンファレンスで発表きれた強文「MADSkill8:NewAnalysisPracticesIbrBig

Ｄａｔａ(ＭＡＤスキル：大通データ向けの新しい分析技術)」では、FoxlntemctiveMedia(FIM)での分析

環境が昨しく説りlされている。ＦＩＭのチームは、HadoopとＧ唾enplumのデータベースシステムを組み

合わせて、Fnccbookとは異なる、データ処珊〃Iの使いやすいプラットフォームを独自に開発した。

この論文の肌名は、「MagnGtic,AgilO,Dccp｣というＦｌＭプラットフォームの３つの理念を表している。

｢Magnetic｣は、企業データモデルに適合する柵造化データだけではなく、企業からのデータすべてを保

存したいという願望を表している。同撒にrAgile」プラットフォームはスキーマの変更に適切に対処する

ためにアナリストが即時にデータ処理を行い、必要に応じてデータモデルを変更できることを意味する。

｢Deep｣はより襖雑な統計分析を実践することを炎している。

ＦＩＭの環境では、ＩＩｉ－のＧ“enplumデータベース内でデータをステージング、プロダクション、レポー

テイング、サンドボックスのスキーマに分ける。これは、前述したFnccbookのHadoop内の複数の肘と
まったく同じだ。

それとは別に、MicrDgoftは自社のデータ補則スタックの詳細を公炎した。IiiI社は｢Dryad:Distributed

Data-ParnlIelProgmmsn9omSoqucntinlBuilding別ocks（シーケンシャル柵成婆紫による分散データ

並列プログラム)」や「SCOPE:EnsynndEmcicntPnmⅡe1l,mcc8gingofMagsiveDataSets（火規桃

データセットの１W単かつ効半的な牧列処理)」の畠文の中で、恩たちがF､“bookで柳築したものと非柑に

似ている愉報プラットフォームについて妃述している。このインフラストラクチヤには、CosmoSと呼ば

れる分散ファイルシステムと、Dryadと呼ばれる並列データ処理システムが含まれている。しかも、同社

ＭＡＤスキルとＣｏｓｍｏｓ

MADｽｷﾙとCosmosl77
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７８１５章傭報プラットフォームとデータサイエンテイストの登場

はSCOPEと呼ばれるＳＱＬライクなクエリョ柵を生み川した。

３つのチームがそれぞれ独自の技術を生み出し側発を巡めた鞘果、大賦のデータ処理ｌｉ１ｌけの似たような

プラットフォームができ上がった。一体何が起こったのだろうか？椴造の指定をデータ保存機能から切

り賎して、データ検索用のAPIを導入することで、大規模なWebサイトのストレージシステムは｢データ

ベース｣的なものから｢テータスベース｣的なものに移行し始めているのである。

データスベースとしての情報プラットフォーム
llIlくところによると、Yahoo1やQuantcast，Last､１ｍなどの企業にも似たようなベタバイト級のプラッ

トフォームがあるらしい。この規模のプラットフォームは、ほとんどがリレーショナルデータベースや従

来のデータウェアハウスのモデリング技術を使っていないため、もはやデータウェァハウスではない。こ

れらのプラットフォームは、データの一部しかインデックス化されておらず、かなりリッチなAPIを提供

しているため、企業検索システムでもない。ざらに、従来のデータ分析を行うだけでなく、製品やサービ

スの開発にも利〃jされている。データ処理用の共有プラットフォームは、脳や図譜航と同様に、企業が梢

報を収集、処理、作成する場所としての機能を果たす。しかも、うまくいけば経験的データから企業の

学判ペースが早まる効果もある。

データベースの分野では、純粋なリレーショナルデータ播理から、「データスペース」と呼ばれる大規

模なデータセットのストレージやクエリに適した膜範なシステムに研究テーマを移行する動きが見られ

る。錨文「FmmDatabasestoDataspaces量ANewAbstmctionfbrlnfbrmatio、Management（データ

ベースからデータスペースへ：情報管理の新しい概念)」(http:"www,ＣＣＣＳ,herkeley､eduﾉー franklinノ

Pnper8ﾉdataspaceSRpdf)では、ストレージシステムがすべてのデータフォーマットを受け入れ、各デー
タに応じたデータアクセス川APIを提供する必妥性を強洲している。

これまで述べてきたWIWlプラットフォームは、データスペースの実例である。これは、企業がエンジニ

アリング、分析、レポーテイングに適したさまざまなデータアクセス用APIを公開して、あらゆる部門か

らベタバイト級の構造化データおよび非構造化データを染め、そのデータを管理するIIi独のストレージシ

ステムである。業界でこのようなシステムが梼及すれば、今後もデータベースの分野でデータスベースの

即鹸的な鵡礎や火川的な意稚の研究が行われるだろうとＷ,は期待している。

冊報プラットフォームは、「学１Wする組織｣の砿要な柵成婆索である。その学Ｗ過程を加速化したり、

悩慨プラットフォームを利川するときに最も敢要な役削を果たすのが｢データサイエンティスト」という新

しい職業だ。

データサイエンティスト
GoogleのチーフエコノミストHalVarianは峨近のインタビューで、前述の1W剛プラットフォームから

州報を抽出できる人材の必要性を強調した。Varianは次のように述べている。「どこでも安く入手できる

もの、そしてそれを補うサービスを探そう。どこでも安く入手できるものは何か？データだ。データを

１１１うものは何か？分析である｣。

FnCOhookでは、ビジネスアナリスト、統訓･学廿、エンジニア、リサーチサイエンテイストといった従

来の刷許きは、仏たちのチームにとってまったく魅力的なものではなかった。各役削の作梁負荷は多孤多

搬である。ある、の、あるメンバーの行動は、多段階の処理パイプラインをPythonで書き、仮説検定を

没iI↑し、統計ソフトウェアＲを用いてデータサンプルの伽帰分析を行い、Hadoopで大最のデータを扱う
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製品やサービスのアルゴリズムを股川･して災装し、分析納果をIﾘl瞭かつiWi潔な方法で組織の他のメンバー

と砧し合う、といった盛じだ。このように数多くの仕､11をこなすのに必要なスキルー式を戎すために、私

たちは｢データサイエンティスト」という刑書きを作り川した．

金融サービス業界では、クオンツと呼ばれるデータサイエンティストが新しく開発した複雑なモデルを

検証するために、過去のl1i珊沿動に間する膨大なデータを帯積している。燕業界以外でも、多くの理系

大学院生がすでにデータサイエンティストの役荊を減じていることに気づいたnF11cebookデータチーム

に採用きれたうちの１人は、ノk命梢恨工学の研究恭川功で、データパイプラインの附築やオフラインでの

データ分析を行っていた。ＣＥＲＮの有端な大型ハドロン衝突型加速器では、実験で膨大なデータが生み

出され、研究の飛剛的進歩を期待する大学院生たちがそのデータを収集して詳しく鯛べている。

DnvenportとHarris符「C《〕mpetingonAnalyticsj（Hmrv側rdBusinessSchooIPress，2007年刊)、

BnkcI･符｢Numeratij（Hou屑ht⑪ｎＭｉｍｉｎＨａ8℃ourt､2008年I:ﾘ)､Ayres器｢SuperCrunchers｣（Bantam、

2008年刊）などの近群で、さまざまな業稲で企業が自ら染めた柵慨をもとに生踊性を上げるためには、

データサイエンティストの役削がilt典である、と強側している。今後数年以内に、研究団体によるデータ

スペースの謝査とともに、データサイエンテイストの役削をさらに明確に定義する必要が出てくる。デー

タサイエンティストの役割を明確化することで、敬ffカリキュラムの柵成、推進体系の柵築、カンファレ

ンスの側仙、本の執碓といった、卯Iml的職業として腿められたことに付随するざまざまな仕祁が叩能にな

るだろう。それとともに、趣jWする怖慨プラットフォームの専Iml家としてのニーズに応えるために、デー

タサイエンテイストの要貝は今後拡大し、あらゆる企業の学習過程がさらに加速化するだろう。

まとめ

Ｆ皿“bcOkの怖報プラットフォームの開発でI川迦に'''1:miしたときは、過去にざかのぼり、さまざまなIⅢ

辿釧域にわたって他の人が何橡のIⅢ題をどのように解決しようとしたかを鋼くることが役に立った。当

初、エンジニアの息が採った方法は、そのとき利川できる技術によって解決方針を決めるというもので、

後から考えると目先のことしか見えていなかった。最大の課題は、データウェアハウスや企業検索システ

ムなどの特定の技術システムに沸lIするのではなく、「学判する組織｣のインフラストラクチャおよび人Ｌｌ

体制の柵築という規模の大きなⅢ胆に淵にl]を向けておくことだった。

怖報プラットフォームの附築に仙川されるハードウェアやソフトウェアは今後急迎に進化し、データサ

イエンティストに必要なスキルも同様の速度で変化すると職は確信している。学習過程の高速化という１１

棟を掲げ続けることで、企業とサイエンスの両方に利益がもたらされることだろう。未来はデータサイエ

ンテイストの手にかかっているのだ。


