
ルーレットでイカサマをする
これは、犯罪打のデータが従業員のデータと結びついたために意図しない発見につながり、結采とし

て驚くべき成果をあげた実例であるｃ

1990年の中頃、リバーボートカジノ令が多くの地域で合法化された。ルイジアナ州はそのひとつだ。

新規零人した地域での悩みの和は、ケームに対する深い綿験を持つ人材が近隣にいないことだった。そ

のためこれらの地域では、ディーラーから監視顎のオペレータにいたるまで、幅広い職務で地元の人々に

訓練を施さねばならなかった。ルイジアナ州ボシアーシティは、カジノビジネスに無縁の状態からリバー

ボートでのカジノ運営将への変容を余儀なくされた、そのような地域のひとつであった。

その日は何の変哲もない、どこのカジノでも見かけるような一日だった。ディーラーはプレーヤーを見

ている。フロアのスーパーバイザはディーラーとプレーヤーを見ている。カジノのマネージャはフロア

スーパーバイザとディーラーとプレーヤーを見ている。そして監視顎は、カジノの経営料も含めて全曲を

見ている。監視宝はゲームの進行を見る挺勝がある。それはカジノ自体を‘‘19るためばかりではなく、馴客

を守るためでもある。騰視宗はギャンブルの成り行きとともに、他の犯罪行為の証拠をも探している。例

えばカスタマーエクスペリエンスに悪影響を及ぼすスリは、カジノビジネスにとっても害悪となる。

監視は股後の防衛線なのだ。

数両台のカメラ（ラスベガスの巨大カジノになると数千台にも及ぶ)が、災に小さな監視寂へと繋がっ

ている。２０台､30台､あるいは40台のモニタが、ドラマ｢CSI｣のワンシーンのように壁全体を埋めつくす。

ほんの数人の者しか入蝋を昨きれない監視室で、この情報の洪水をどのように処理しているのだろうか。

群えはトリップワイア（わな線）と、アテンテイプ・プラウジング（注意深い流し見)だ。トリップワイア

はさまざまな形を取る。ホットラインへの内密の通報もあれば、カジノ群の疑わしいプレイ（例えばカー

ドカウンティングをしているかどうか)を鯵断してほしいというフロア・スーパーバイザから監視室への

依輔もある$。この日、監視貝はプラウジングしていた。ひとつのテーブルに神粍を架中させては次のテー

ブルへと移る。ランダム監売とも呼ぶ方法だ。何か変わったことはないか、知時間見ては次へと移る。

ちょっと待って！あれは何だ？あり得ない。油意深い監視員は、たった今、プレーヤーがルーレッ

ト台で明らかにイカサマをしているのを見つけた。ルーレットの花がLIに瀞ちた後にその数字に賭ける、

バスト・ポステイングと呼ばれる手法だ。バスト・ポステイングでは、ボールがある数字(例えば32）に

勝ちたことがわかったプレーヤーが、確実に勝てるその数字に索早く、逆れて賭ける。合法であるが推

奨されないカードカウンテイングとは違い、バスト・ポステイングは本当のイカサマであり、当然ながら

迩法だ。

妙なのは、そのテーブルにはディーラーが１人とプレーヤーが１人しかいないことだ。瞥通、バスト・

ポステイングはプレーヤーがチームを組んで不iIiを帥く。巡れた賭けをディーラーに見つからないように

するために、プレーヤーが協力し合う｡このようなチームでは２人以上のプレーヤーが、まったく無１１０係

を笈って(お互い知らないブリをして）１つのテーブルに蒜く。ポールが目に落ちて数字が確定すると、プ

レーヤーの１人（例えば品のよい老婦人）が賭けるような動作でテーブルに手を伸ばす。当然ディーラー

は荷う。お客棟、もう賭けられませんよ、と。老蝿人がハズレの数字に賭けようと腕を伸ばしているとき

に、他のチームメンバ〈例えばモヒカン刈りのパンクロッカーのようなりj）が必勝の数字に巡れて賭ける
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択椎：地上に臆設を作らず、川船の中に作られたカジノ‘，

カジノでの監視室の役剖はインテリジェンスに限定される。彼らは観察によって見つけたことを報告するだけで典〃行使はしな

いａ実際に行動するのは蒋偏竃である。
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のだが、ディーラーの視界には入っていない．

今、のテーブルにはそんなチームがいない。介妙なので当然ながらすぐに澗森に入る。テープを巻き

戻す。ここだ！やや注怠散漫に見えるディーラーがバスト・ポステイングを見逃している。ここで、監

視貝は時川をさかのぼって過去のケームを見るのが普通だ。それと同時に、おそらく別の騰視員が進行

IIlのケームを見始めるだろう。まただ！このプレーヤーは何度も繰り返して事後に賭けている。ディー

ラーは注愈を怠ってhfImI見逃し、勝ち分を師Iiil支払っている。

警愉篭へj､級する。警間部隊が動員される。このプレーヤーは取り1用まれ、警察ヘリIき渡されるまで

拘束された。なぜこんなイカサマができたのだろうか。

このディーラーがオロオロしているのは一目瞭然だった。新しい地域でカジノを始めるにあたって、未

経験のこの従業員は救室での』I|線しか受けていなかった。彼女は、この秘のイカサマがあることは知搬

としては知っていました、とijう･そして、今１１は警附貝のおかげで助かりました、と司った。とてもⅨ

省しています、１１分のテーブルではもう二度と見逃しませんと、きっぱりと誓った。

「データ日LL発見｣の世界ではどうなるだろうか。

イカサマ師が取り押さえられた時、彼が何粁であるのかが調べられた。犯罪者がいつもそうであるよう

に、彼はこの日、自分の端IiI，性所、孟話帝号などを白状させられた。この情報は定則フォームに記入さ

れ、IjI能であれば軒端させる。その後、データは会社の警備システムに人力される。

もちろん、イカサマ帥の名‘r2とディーラーの端字は異なる。そんなⅢ純なものじぺ,ない。そして住所も

異なる。ところが通話番号が一致した。このディーラーが入社の際にi旧人したものと同じだったのだ。警

備システムに逮捕情報を入力したとたん、裏で動いているシステムがデータ自己発見を行いγ、この亜要

な発見のlfl【後に警報を発する。「従業貝5764冊と逮捕者44-00321冊の芯話番号が・致しました！」

委細を竹<と、このディーラーも取り囲まれ、19112'し、そして収I)ｌ側べのため２人典に讐濃に引き渡さ

れた。

ここで仙捌しておきたいのは、１１Mき出したバスト・ボスティングのイカサマ師の身元(例えば名前、住

所、電話併号)を、警備貝がさまざまな業務システムにわたって横小検索したわけではないということだ。

とりわけ、数あるシステムの''1でも求人への応藤将管理、従業側補理、会貝管理、警伽システムは、住

所や池識榊５．での検索ができない。そのように微IiIされていない。

「データltILL発兇｣現境では、ユーザが前もって適切な問いを発して検紫しなくともよい。知り得たデー

タを警伽Llがシステムに入力すると、この新しい冊慨が業務システム内の他の情報に対して照合される。

この新規怖報が既存データとIMI係することがわかり、この関係が、関心があるものとしてあらかじめ定め

ている条件に適合する。つまり犯罪荷が従業１１とつながっていることがわかる。条件が適合すれば「この

犯罪将とこの従業側の地納播妙が合致しました」と警椛を発する．つまI)犯罪者が従剰lと知I)合いであ

るということだ。このイカサマ師の逮捕データが３年1Wのホテルの宿油客と関係があることがわかったと

しても、この怠味のない発見に対しては警報を川ざない。

この点について理解を深めるために、このイカサマ師の電話称号とディーラーの遜譜榊牙･が無関係だっ

た珊合をぢえてみよう･ディーラーにいくつか質I川してみたところで､断定するに足りる征拠は揃わない。

↑かつてＮ⑪HA（NDn-Obvi⑥u:jlMltli〔’1賑hipAwnmn…；,fIﾘl確な関係性遡識）と呼ばれたこの技術は、ぅスベガスのカジノ廉

業のためにSyRt⑪msRcscnmch＆Ｉ)wUlopm“t(』瞳ITqJ《〕､I眼が創繋した会祉)が間発したものである。この灸祉はIBMに買収さ

れて、今はIBMのEntitvAnmlyti“グループの一郁になっている心もう少し部しく知りたい方はＩＥＥＥの勘文｢，I，hreat＆FrKlud

Int⑪llig《､n“－LasVe“sStyle｣(http:"j喧飾onn編_tyF叩､｡.“m/jefr-jonasﾉ20〔噸11ﾉi…_papeLth願‘html)を参蝋してほしい
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この２人が笑は親しいIⅢ柄であることを戒IIIEするために、普伽衆に糾併させようか、それとも私雌探仙に

依緬しようか。だいたい、そんなことがわかるものなのだろうか。

もしも、髄話番号が･致せず、間係をまったく見いだせなかったらどうするか。このディーラーは仕事

を続ける。そして時間が過ぎ去っていく。そして、例えば６かＨ後にディーラーが引っ越して従業員管理

システムの住所が礎わり、この新怖馴がイカサマ師の化所と・・致したらどうなるだろうか。どうしたら会

社はそれを知ることができるだろうか。爽際のところ、「データの121己発兇｣という爪嬰な活動に取り組ん

でいない肌Ｉ)、会社側は絶対に発見できない。すでに終わった川来111と新規の梢報がつながった瞬mlに、

この棚のシステムは｢犯卯者と従業貝に関迎がありました」と警慨を発する。

警報は必ずしも犯JI1行葛の存椛を立征する必要はない。警報は、組織の有限な調査リソースを集中さ

せるための役削を果たす。人l川による沸細な澗従を側飴するに足る条件のひとつだ。

他の例もある。このリバーボートカジノでは別のイカサマも兇つけている。マーケティング拙叫折が

キャッシュバックキャンペーン（プレイするほどポイントが付いて、ポイントを現金と交換できる）の仕

組みを悪用する方法をぢえ出してルームメイトに教えた。他の例では、１日１台の単が当たるキャンペー

ンで、くじを引くスタッフが名字の違う妹をたまたま選んでいたこともあった。２人は他人のブリをして

いた。

これら３つのイカサマは「データ白LL発見」をⅢいてデータを見つけることによって明らかになった。３

つのイカサマすべてが、鴬梁をIMI姑してからなんと殿初の90111M】で検出きれている。

データの自己発見はなぜ砿要なのか．それはhM級の凧<噸橘が不確定だからである。決められた順番

で出来事が発生することを前提としているシステムや処理には、致命的な欠陥があるｃそれ以外の順番

で発生するⅧ実も組織にとって並喫な知識をもたらす可能ｆＩｉがあるが、それらには決して対処すること

ができない。この件については後にまた述べよう。

全米に数千店舗を柳えるある巨大な小光店が、予元にある過去のデータを分析したことがある。彼ら

は事実を知って驚倒した。なんと従業lllOOO人'''２人の荊合で、その会社から盗みを働いた罪で逮捕歴

があった。さらに悪いことに、これらの従業側は、彼らがいま働いている府から盛んでいたのである。デー

タがどんな順冊でやってくるかに1Mlわらず、企業はこのような痕跡を下にしたら放っておいてはいけな

い。店側はこの'１１災をすぐに知るべきだ。

従来の対処法では、正規の順序でやってこないデータへの対応は面倒なものであった。ある従業員が

過去に捕まった万引き犯であるらしいことをUlらかにする祉内のデータを、会社の警術室が活用するには

どうすればよいだろうか。人ヅドシステムの従業側データが虹折きれた後、警備案による再調在はいつ実

施すればよいだろうか。社内の捌代データベースに従梁１１のレコードが辿加された、あるいは変更きれた

とき、どうすればﾘ域を兄逃さずに体糸的にIljilf価できるだろうか。定lUl的に,側在データベースと全従

業貝のデータベースを検紙するという〃法も、ひとつにはある。他の方法としては、従業、-.人ひとりを

ある間隔で警伽壷が鯛代することもできる。しかし、タイミングがぴたりと韮･致しなければ、どちらの方

法をとるにしても爪要な発見を兇逃す。

社内システム（人耶システムやl:内脚代システムなど）を光雌にＷ柵築して、それに対して完雌なアル

ゴリズムを走らせたとしても、推兄可能な・定の'１１敗を兇逃す。もし、２人の人|川がliil，人物あるいはつ

ながりがあることをﾉ(すために必嬰なデータが、充全に無関係なシステムに格納されていたらどうなるだ

ろうか。例えば、会、管理システムなどの雌IMI係なシステムから３つ11のレコードがやってきたとする。

このレコードは、以前はわからなかった、ある住所とある近括岱号の冊のつながりを示すものであった。

ルーレットでイカサマをする’１０３
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伐々が自明でないiMl係と分類するこの状況を検出するには、どのような社内システムが必盤だろうか。

Ｈ１ﾘlでない関係も含め、データ目LL発見では、まず｢企業内発見能力｣の問題に収I)組まねばならない。

企業内発見能力
新規凧用、既存従業、のレコード変更、万引き情報、顧客の入会など、組織に新しい梢級が入ってく

るとき、これらの怖州とすでに保ｲiしている他の組織内データが側辿しているかどうかを知る必嬰があ

る。

企業内発見によく使われる手法に、「横申検索(fbderatedsearch)」として知られる方法がある。関係

する全業務システムにクエリを投げる方式だ。以下に述べるように、これはデータ自己発見システムでは

機能しない。特に大規模なリアルタイム現境では、発見のためのディレクトリが必要になる。

横串検索ですべては解決しない
細織内にはさまざまな業務システムが存在し、それぞれが特定のビジネス機能を持ち、特有の梢報構

造、分析、レポートを持つ。データウェアハウス、オペレーショナルデータストア、データマートなどの

二次的なデータ典約がよく行われている。それぞれ特定の目的、機能に応じて、梢報を僻える嶋所が無

激にある。

従来の横串検索システムでは、それぞれのデータベースに対してユーザがクエリを投げて適切な結果

を得ていた。より洗練された横串検索システムではミドルウェアによる自動処理が''１継して、器々のデー

タベースに個別にクエリを投げている。ミドルウェアがクエリを処理して、無数の情報源を自動的に束ね

て検索結果を轄形し、ひとまとめにしてユーザに返すというやり方だ。

枇小検索は冊報源にまたがったデータを、怖報が必要になった時に「ジャスト・イン・タイム」で組み

立てる。この棚の仙叩検索が適合する状況もあるが、データ自己発見の英現で求められる向性能な企業

内発見にはあまり適きない。

横串検索がスケールしない理由は主に２つある。

･既存のシステムは、効半的にレコードを検嶺するために必拠となるインデックスをすべて待つわけで

はない。例えば給与システムは、従業Ⅱ番号や納税薪識別稀号、氏瑞を用いて効率的に検索するた

めに、事前にインデックス（データに対する固定ポインタ）を作成している。しかし餅通の給与シス

テムは、住所や晒錨排号で効率的に検索する手段を持たない。ここで、カジノでイカサマを働いた

男の住所とfIilliF榊号がわかったとしよう。この給与システムは全従業員の髄話番号と住所の履雁を

持っている（給与支払小切手を郵送するために必要なのだ)。このシステムを使って、前述のイカサ

マ師とl‘jlじ住所や皿諸番号を持つ従業側の--･寛を川力するのはIW1IIiではない。そもそもそれが可能

かどうかざえ定かではない。たとえ給与システム中の従業貝の迩諸番号にインデックスを扱ったとし

ても、このシステムが持つ緊急連絡先雌蹄僻号を検索することはできない。イカサマ師の個人備報

を、関係のあるすべての従業員データと比較しなければ、従業側とイカサマ師のつながりを見逃して

しまう。

インデックスにII的とするフィールドがなければ、「テーブルスキャン」と呼ばれる方法でレコードを

探すしかない。テーブルスキャンでは、データベースの１番目のレコード、２瀞目のレコードという

具合に、テーブル０１'の全レコードをひとつずつ比較して、探している値を検索する。従ってデータ
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ベースが大きくなると検索時川も焚くなり、システムに'j･える負荷も大きくなる。

．より悪いことに、枇串検索は再起処理を必要とする。繰り返し処理を余儀なくさせる特徴を持ってい

る。これは分散クエリ処理では悪夢である。例えばある人物の端前と生年月日をもとに社内データの

横串検索を始めたとしよう。この柳11クエリからこの人物の新たな属性が、例えば住所と髄話番サ

がいくつか見つかったとする。何らかの断しい発見ができたわけだ。充雌を期すには、この見つかっ

た新データも沿川すべきだろう。つまりこれら新規のデータを州Iいた別の検紫を側始して、他のレ

コードも引っかかることを期待するわけだ。この２１，１｢1の枇叩検索が別の住所や、別の名削の綴り、

ニックネームを見つけたらどうなるだろうか。何かが新しく見つかるたびに、それまで見逃していた

レコードを発見しようと完蝿を期して、全社内システムにわたって別の横串検索をもう一回実行しな

ければならない。

この特戯がよく現れている実例がある。ある組織(政府ではなく民間）の管理下に2000のデータベース

があった。関迎レコードを集めるために、ユーザのクエリがこれらのデータベース全体にわたって流され

ていた。数年の年Ⅱと激百万ドルのコストをかけて、この検恭処即を最適化するための優秀なミドルウェ

アが作られていた。この実に賢いシステムは、どのデータベースがどのクエリを処珊できるかを知ってい

て、データベースにアクセスする馴想的な叩祢を決定し、側辿するデータベース緋にクエリを何時に投げ

て､検索から得られた結果を組み立てていた。しかしこの横Ⅱ1検索手法では、技術的にどう頑張ろうとも、

あるひとつの深刻な投計ミスに対処することはできなかった。新たなニックネームや髄話番号など、何か

を発見するたびに、この賢いミドルウェアは膨大な数のデータベースにクエリを再庇投げる必要があった

のだ。超大潮コンピュータ群で雌るこのI¥州処理は、雌終的に８分で処理を終えるようにプログラムしな

ければならなかった。その次の再帰検術で決定的なレコードが見つかるかもしれないというのに。

でもその前に、８分という時間に間組があるのではないだろうか。つまり人側やシステムは、何もする

ことがないまま何分もの間､待たなければならないということだ。一方、データ自ｕ発見の世界では、デー

タそのものがクエリになる。これはすなわち、新しくデータがやってくるたびに、股大で８分ｍ，次のデー

タが待たされることを意味する。１秒I川に致間、数千ものスケール（これが現災のトランザクションｍだ）

で社内システムを仙串検索して、無数にある業務システムで再A1}的に処理するのが無喋であるのは仙像

に難くない。

上に述べたような理巾で納得しないのであれば、これでどうだろう○横印検索では、検索対象となる

すべてのシステムに物理的に電源が入っていて、稼働中でなければならない。メンテナンスやバックアッ

プ、定則的に実行される深夜バッチや月次バッチ処理の雌１１１であってはならない。両うまでもなく、ネッ

トワークもつながっていなくてはならない。数百数千のシステムがピルにまたがって､地域にまたがって、

大陸にまたがって存在する組織でこれらの饗望を満たすことを巻えてみてほしい。

企業内発見能力を大規模に提供できない横串検索では、「データ自己発見｣の任務は果たせない。

ディレクトリ：ブライスレス
図書館について碁えてみよう。Ⅸl杵航にはフロアがあり、油路があI)、そして怖報の収納血たる許棚

がある。そこには右用な梢報が潜んでいて、見つけられるのを待っている。ある決まった本を探すときに

通路をうろうろする必要はない。分野、巡名、著昔を記録したカードⅡ録を使って、目的の本を探す。



｢側なる火皿であ．』ても２つの物がＭじであることをIul識すること」と定義される,‘

必ﾉ心分併と災Ⅲj､l:似ている箔寄せ（mIltch/mcrge，mer屑創Pu昭e）と拠I‘ｉしないように。誹細な縦諭はこちらを参11Mのこと』

両恥titvRcR⑪IulionSystem3vs.Ｍa唾ｈＭ飴rg砥/McrgcPm狸c/ListDe-duPli“tionSyst⑪m8I･(http:"jemU【M1H.”叩Jb〔1.ｍｍ/je皿
j〔)IDIW2()07/()軸1ntity-ww〕llBti・ｈｔｍｌ）
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住所録､ボリI，カタログは、他の物‘冊を探すために使われるという点ですべて鵬本的にl‘りじものである。

検索手段の例としては図許航のカード１１録、髄鮒桜、Google、eBayなどがある。これらディレクトリは

どれもみな、検我サービスなのだ。１つ以上の検索語を与えると、情報へのポインタを返す。脚許航のカー

ドｕ録は効率的な館内検索に月的特化したディレクトリで、デューイ十進分類法などを用いて利川考に資

料へのポインタを提供する。ポインタを枠た利用荷は｢横串取得」を行う。横研検索(役に立たない）と横

小取押(役に立つ)は通うということを申し添えておく。

Googleの検然は、納果を求めて地球12を探し１回lるわけではない。GoogIeによって特別に栂築された

ディレクトリを検然して、実際のドキュメントへのポインタ群(例えばURL)をユーザに返す。

つまりディレクトリの利用は、企業全体にわたって発見性を確保する際にスケーラプルに働く唯一の方

法である。当たり前のようにも聞こえるだろう。大規模環境下でリアルタイムにIMI迎惟を検鉦しようとす

るとき、月的特化したディレクトリは｢データ自己発見｣を実現する根本典紫である。

すべてのディレクトリがIIjlじ価値を持つわけではない。従来の｢コンテキストなし｣ディレクトリと、コ

ンテキストを獄み１１tねて傑作することのできるディレクトリには、大きな違いがある。コンテキスト化き

れたディレクトリは、まったく思いもかけない（一見理解しがたい）方法で、リアルタイムかつ大規模の

データ111己発見を、とてつもなく効率的に実現するｃ

皿‘肘のディレクトリは、コンテキストなしディレクトリである。ｆｆ文１１１:を、他のドキュメントとは卿Ｍ１

係にインデックス化する。副い方を変えると、新たな企業内トランザクション（文細は、そのトランザ

クションと別のトランザクションとが、どのように関連しているのか(インデックスのメタデータ）を秒え

ることなくディレクトリを更新する。コンテキストなしディレクトリは、「ビリー・ザ・キッド」に間係す

るすべての本、などのように、文許を探すための必要耀小限の能力をユーザに提供する。

愈味一致(scmunticnllyreconciled)↑ディレクトリではシノニム（I‘ilじ物耶を指す別の『↑蛸、Ｉ‘j1挺IWi）

を沿用しようとする。これは例えば、「ビリー・ザ・キッド｣を探しているユーザが、他の｢何じ」もの(彼

の別名のひとつである「ウィリアム・アントリム」など）も見つけられることを意味する。愈味一致ディレ

クトリは、新しく報告きれたエンティテイが過去に目にしたエンテイテイを参照しているとき、それを狸

蝋する。意味付加データを持つディレクトリには大きな述いがひとつある。図害鮒のカード目録で耐えば

馴似本のカードが拾ゴムで束ねられたようなものだ。つまり検索してカードが1枚見つかれば、努力する

ことなくおまけとして他の関連カードも見つかる。ゴムで束ねられたカードの束の中には、元の本を探し

たときに川いた検索綿を含まないものもあることに注意しよう。

大げさにｊえば、これは手品のようにも見える．企業があるメールアドレスについて知っていることを

兇いだそうとすると、このメールアドレスを含むレコードと共に、企業内にあるこのI‘jlじ人物に側する他

のレコードも兇つかる。例えば、会、椴録時にメールアドレスを入力していなくても、会仙としての胆雁

がわかる。アイデンティティ(例えば人や組織)を意味的に一致させるアルゴリズムは、身元分析(identity

resoIution)ｔと呼ばれることもある。複数のエンテイテイが実は同一のエンテイテイであると決定するア

ルゴリズムについては深く微妙な議論が必要なので、この章の範時を超える。

ディレクトリのうち、愈味一致苔せて、ざらに関連も認識する型のディレクトリ↑↑は、例えばビリー．

ｆ
＃
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ザ・キッドがウィリアム・アントリムであるといったような、喪の関係によって側迎づけられる他の怖報

も発見することにより、より高次のコンテキストを提供する。ここは並要なので理解しておいてもらいた

いのだが、ビリー・ザ・キッドの縦父である本物のウイリアム・アントリムも実在する。わかりやすくす

るために、前に述べたようなカードⅡ録が輪ゴムで束ねられている様子を思い浮かべてみよう。カードの

束に加えて、カードの束と他のカードあるいは他の束をつなぐ糸が出ている。ユーザが一揃いのIlIlIiで

蝋を探すと、その火が他の束とどのように閲巡しているのかがその場でわかる。中には、より強いIⅢ巡を

示す他よりも太い糸もある。糸を肱って他の束を手にすれば､その束から誉らに他の束への糸が11に入る。

このようにして、ケヴィン・ベーコンの６次の隔たり（thesixdegrもesofKevinBacon）の如く、隔たり

の度合いを知ることができる。

コンテキスト''1に新規のトランザクションが保存されるとき、おそらくは既存のエンテイテイのコンテ

キストに追加する形で保存される。時折、この新規悩州がﾙ〔と糸をＩＩｊ柳成して全体像を変えることがあ

る。「データ脚己発見｣システムを尖現しようとするときには、これを忘れてはならない。

最先端の意味一致・関連認識インデックスで使われるIIliMfに永続コンテキスト（persistentcontcxt）と

いうものがある。常に変化して少しずつ解決きれるパズルの、その時点での状態を言うｃ永続コンテキス

トは物邪がどのように関連しているかを保存する｡横巾検紫におけるジャスト・イン・タイム・コンテキ

ストの代わりとなるものである。

永続コンテキスト（意味一致・IMI巡泌微ディレクトリ）により、間速な発兇、進次コンテキスト化、よ

')容易なリアルタイム関連性検川が叩能になる。もうひとつ触れておきたいのは、関連性の検出はデータ

の取り込み処理中に行うと、負荷が雌も低いということだ．やってきたデータがユーザに知らせるに値す

る関連性を持つかどうかに晶初に弧づくのは図評館、（ディレクトリに新たなデータを取り込む機能）な
のである。

リアルタイム処理というと不''1能であるように聞こえるが、理解してしまえばそうでもない。蹄をわか

りやすくするために、４エクサバイトの職歴データを持ち、征分５テラバイトずつjWえていく組織を想像

してみよう。分析済みの物事を両度分析するために、彼らは毎週末いっぱい処理を走らせるだろうか。

地球上にこれをこなすだけのコンピュータはないかもしれない。（メモ：超効串的なシステムを胸i１．する

ときには、スケールさせたときの動作を想像するとよい)。

関連性：問題は何か？それは誰にとって問題なのか？
というわけで、災々 の手元には膨大な量のデータがやって来る。ちょっとの川、あなたが今いる環境を

見渡して、そしてⅡ.を溌ませてみよう。コンピュータのファンの音、流れる宵楽、ＴＶアニメ、おもちゃ

を取り合う了･供たち。人Ⅲlは、その内部にＩＭＩ辿性検川アルゴリズムを持っていて、さらきれるデータすべ

てを検証して、どの出来猟に注意を払えばよいか、それに腿応する必饗があるのかどうかを教えてもらっ

ている。例えば、取っ組み合いの瞳嘩になりそうにないうちは子供たちの争いは無視する、そんなような

ものだ。どちらか片方の子供のちょっとした挙動で、そろそろ間に入ったほうが良いなと気づく。

どのようにして技術を活川して閲辿惟をiil･算し、いつ脚動的に警恨を川すのかというのは欄めて11t典

だ。技術的には、警報キューの110のまさに汰のアイテムが、人ＩＨＩが確腿すべき次の卿R典アイテムであ

る状態を作I)11｛すことがｕ的だ。さらに前えば、それを‘受け取るアナリストやシステムなどの利川IjJ能リ

什ＮＯＲＡ(不明確な関係性遡画)は意味・数・閃退露鍾ディレクトリの・例である二
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ソースを超えて警側を11'すのは懲味がない。例えばリスクアセスメントエンジンが個々のリスク、スタッ

フの数、対応能力に応じて、適切な警慨をⅢすようにしなければならない。リソースが堀えたら、警慨も

より敏感にする。

構成要素と注意点
我々のインテリジェントな｢データ日LL発兄｣環境は、８つの鵬本的な柵成腿淵を持たねばならない。

･観測データの存在と人手性

･観測から特徴を取り出して分類する能力

･関連する過去のコンテキストを効率的に見つける能力

．新しい肌測を、IplじものなのかIMI迎するものなのかを判定する能力

．新しい１１M側が過去の判定を慨したことを狸識する能力

･判定済みコンテキストを積み亜ねて保存する能力

･関連性と洞察の柵造を認識する能力

･得られた洞察を適切なエンティテイに知らせる能力

観測データの存在と入手性
データがなければどうすることもできない。データがあれば、後の利用に供するためにそれを何らかの

センサー系で捕捉(収集）しなければならない。さらにデータを収集したならば、そこから何らかの意味

を引き出すために、そのデータにアクセスできなければならない。

観測から特徴を取り出して分類する能力
例を挙げて識鐙してみる。例えば砂粒ひとつには抽出するに足る特徴も分類するに足る特徴もない。

一握りの砂にはIiilじ色、大きさ、並ざ、形を持った砂粒が含まれる。識別可能な特徴がなければ、同じ

ものかどうかを後の処理で判定する（愈味一致させる）こともできない。つまり、データをコンテキスト

の111に脳くためには、そのデータの趣となる特徴を柚川して分顛できなければならない。櫛逝化きれた

データは、ある列には住所が、別の列には氏名が、といったj1:合に非常にiW11.だ。新ＩＨＩやプログのような

非柵造化データではより多くの処理を必饗とする。正しい端前や住所を抽出するのは難しい。これはエン

ティティ抽出(entityextraction)と呼ばれることの多い技術領域である。車のナンバープレート読み取り

機のように、勤両からの狩憧抽出はいくつかの分野で可能になっている。

一耐でF了えば、観測データをコンテキストと共に保存したいのであれば、趣となる符微を抽出して分賦

できなければならない。

関連する過去のコンテキストを効率的に見つける能力
新規の観測が脇くたびに、鍵となる特徴を抽出、分類して、コンテキスト化された過去のデータ（永続

コンテキスト）をI測在し、この新データがどこに当てはまるのかを側くる。膨大な凧のデータの流れを受

け止めてこれをリアルタイムで実施するには、超商速で洲代しなければならない。
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新しい観測を、同じものなのか関連するものなのかを判定する能力
保持している過去データを用いて斬規の観測をコンテキスト化するとき、このアルゴリズムは以1,Pのう

ちいずれかの判定をしなければならない。（a)その分類において新規のエンテイテイである（新しい人物

である、など)。（b)既知のエンティティである(すでに知っている人に間する観測である、など)。この時、

このエンティティは既知のエンティティとして身元が判明したことになる。（c)このエンティティ（新地で

あれ既知であれ)が、その時点で他のエンティティとどのように間辿しているか。

人々 がジグソーパズルを細み立てるときとまさにIiilじで、これ以ｋは何もできないと結倫付ける瞬Ⅲjが

やって来る。この時、人は今のピースをその場所にはめて先に進み、次のパズルビース（観測)へとⅡを

向ける。この最終的な判定は間違いであるのかもしれないが、新たなピースによってこれが間遠いである

ということが明らかにならない限り、この時点ではⅢl述いであることをわかりようがない。

新しい観測が過去の判定を題したことを認識する能力
観測に含まれる新耶実が、過去の判定を覆す証拠を持っているということが時折起こる。例えば、同

一ではないとみなした概数のエンテイティが実は同じであるといった新KII実である。逆に、以前同じであ

ると判定した２つのエンティテイが、新しい事実によって何一ではあり得ないということが明らかになる

こともある。例えば、データベース111の２人のボブ・ジョーンズがI‘jl一人物ではなく卿子であったという
ことが新データからわかる、というような場合だ。

新しい観測を用いて過去の判定を消すのは、蔵味一致アルゴリズムの中で妓も襖雑な処理のひとつで

ある。しかしこの重嬰な機能なしでは、時間と共にデータベースは典実から遠ざかる。すると、この舵離

を菰すために定期的にデータベースをI¥読み込みするという不都合が′ｋじる。超巨大データセットの場
合、馴らかにこれはスケーラピリティの悠夢を呼ぶ。

判定済みコンテキストを稲み重ねて保存する能力
判定処理が完了したとき、言葉を変えれば新観測を判定(新規、同一、関連エンテイテイ）に昇華させ

て過去の判定の改善にⅡlいるとき、次のトランザクションがこの新知識の恩恵を受けられるように、この

新たに学んだ新知倣をデータベースに保作しなくてはならない。これはある棚、非術に初歩的な漸次学
習システム(incremcntnllearning8ystcm)の飴まりである。

関連性と洞察の樹造を認識する能力
これ以上の処理ができない過去データに新観測を適川した後に、システムは日Ⅲ１１１群しなければなら

ない。なにか愈味のあることを学んだだろうか、と。これはパズルのピースをはめた後に、側か新しい気
づきはないだろうかと人1111が一歩一歩前に進むのとI‘flじである。

処理の中には、あらかじめ関心のあるものとして定義したパターンの検出も含まれる。例えば善人と悪
人が知り合いか、一人の人が扱う金銭が１Ｒ１万ドルを組えていないか、などである。

断しい関連性パラメータを、人川の洞滞やパターン発兇・データマイニングの補助エンジンなどの、外
部の処剛に無づいて設定することもできる。

得られた洞察を適切なエンティティに知らせる能力
洞察を得たときに、碓に、あるいはどのシステムにそれを知らせるべきだろうか。我々 の今の実渋では
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これはiIi純だ。それぞれのIMj巡性ルール（見込み容が上位50位内の優良Ⅲ客と強いIMI係を持っているな

ど)と配布ルール(それをカジノの寅任荷に知らせる)が同時に湖たきれたときに行っている。

プライバシーについての考察
「データ日に』発見」を実現するような賢いシステムでは、プライバシーと人椛保護について注意を払う

必喫がある。これら次世代のシステムをどう柵築して迎川に供するか、税Iﾘj貨任と碓在も含めてどのよう

なポリシーで連付するかは、強い関心を持って活発に縦錨するに値する。核となるⅢ題は、発見性確保

のためにどのデータをインデックス化すべきか定めること、データをどのように関係付けるか(関係して

いるとはどういうことか、など)、関連の庇合いは何によって決まるのか、関連の度合いがどの穐度のと

き縦にそれを公IH1するのか、インデックスを検索できるのは誰か、不正なシステム利用をどのように監視

するか、Ⅲ通いをどのように検出してjlJll§するかなどである。

幸いにも、既存のディレクトリベースのモデルが、いくつもの優れたプライバシー保捜槻能を倣えてい

る。

｡より多くの細織とのNIIでより多くのデータを共ｲjしようとするのではなく、より少ない傭報を限られ

た場所(戦沸カードI｣雌)に保存しようとする。

.鋭'ﾘl責任と監査をよ')容助に担保するため、誰が何を検索したか、そしてその結果がどうであった

のかを統一的にログ(改ざん耐性ログなど)に記録する十・

.部署間での梢報共有は、知る必要、共有する必嬰があるレコードのみに限定する（共有しなければな
らない愉報のみを共有することによって、共有怖報を減らす)。

･現在ではインデックスをⅢ焔化することも可能になっている。たとえインデックス１１１の限定された符
理用データであっても流出は避けたいものだが、魚同せず流出してしまった場合のリスクがl職粘化
によって激減する＄。

まとめ
「データF1LL発見」システムは、新しい岨測が既知の物叩とどのようにIMl巡しているのかを決定し、特

別な注愈を払うに仙するlMl巡性や洞察を検出する。このような測寮を､理想的にはリアルタイムに検出し、
リアルタイムな対唯を可能にする。

蛾終的には、さらなるビジネス機会の碑識から、より精度の商いリスク兇欄I)まで、この新興技術は企

業内のさまざまな側而で組織の競争力を強化する。

データの自己発兇は、システム柵成喫荊のひとつとして次仙代の高庇な分析を支えるようになるだろ

う。この新パラダイムは必然的にさらに優れたシステムの出現を促し、遡知,叶算(cognitivecomputing）

十改ざん耐性ログ<tllmPcFr喧削i筋tJmtlog)は、しばしば不変藍従ログ(immutnbIcnuditlog）とも呼ばれるハこの分野における興
叱深い茜文がIF１京雀令保障と絡めて、将に政珊のｲs逸明なシステムとの関連でMur恥Ｆ⑪1ｍ｡』,ti⑪nから公同きれている￥hllp:〃
ｗｗＷｍＲ『kkP､orgﾉdOwnIOadnbIc-n“cWn9tfLIM‘-020906.Pd「

＊｜Hf筋化ディレクトリ（肌､(〕I1ymizI，〔Mir“I〔)ry）については、，I《9｢f･･】〔mlbRと,I〔)ＩｍＫｎｍｔによる‐Anou1ymiz階dSemlhnticDirq1c
t⑪ri“・APrMlcyEnhlmcingAr心hil“tur⑬IbrEnterPri圏⑭l)i“oｗｒｙ（恢禍化窓味ディレクトリ：企幣内弛兄のためのプラ
イバシ強化アーキテクチャ)・＄二排しいニこの文献は、以~'ずの苫総の一単として収録きれている〕、ＥｍせrgどntlnfhDrmntl0n

T“lmologiビ魚lmlIEn山blingPolici念爵fbrCoun畦r-Termri鵠、‐、RolxgrtL､Popｐ(editor),ＪｏｈｎＹｅｎ(editor),published、望“G
IwWilCy-I脇肘剛》mcsshttp:"ｗｗｗ･wiIey・comﾉWil⑪ｙＣＤＡﾉWik‘yTitWlpmductCd-0.171776157.hｔｍｌ
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の発展にも寄与する可能性を秘めている。
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懲章

リアルタイムのポータブルデータ
JUd吃ﾉeSki

はじめに

アプリケーションデータは、是いⅢlWIじ込められていた。そもそもアプリケーションデータは、世界中

のネットワークから遮断された各嶋所で稼働しているアプリケーション内に閉じ込められてきた。今はカ

テゴリ５のイーサネットケーブルでつながっている、ＩP，ルータ、DNSそしてソケットの時代になった。

ひとたびマシンが別の１台と繋がれば、データはアプリケーション川をより自111に移動できるようになり、

もっと面白いことが起こる。データは自身を作成したアプリケーションを超えて、さまざまな新しい環境
で活川されるようになる。一夜にしてインターネットがクライアントサーバコンピューティングを広め、

未開の、未接続のマシンが、突如としてお瓦いに会術するようになった。通侶手段としてＨＴＩ､Ｐを、司
柵としてテキストを川いて、データの流動が始まった。

過去15年以上のⅢ、流れるデータの多くは、ポルノと一般洲費析向け取引（代理店経由の広併を含む）
であった。どちらも1990年代初期に始まった、ウエププラウザとサーバマシンが提供する従来の配信モ
デルにうまく順応している。さらに履近では、第３のカテゴリとなったソーシャルデータが大吐に流れて

いる。人々 が社交の嶋をネットワーク上に移したことで、この新たな祁類のデータを作り出し、さらに

データへの新たなアクセス滞嬰を作り川したが、プラウザでのアクセスというこれまでの形式にはうまく
順堪していない。今やソーシャルデータは世にあふれ、殿高潮に述している。2009年１月１４日付のＰＥＷ

のレポート「AdultsandSocialNetworkWebsites↑‐によると、ネットを使う１８坂から34歳までの成人
のうち、ゆうに50％を超える人たちがソーシャルネットワーク上にプロフィールを持っている。

この章では、今、流行の情報｢ソーシャルデータ｣の進化と、固有の洲問題解決への現時点でのアプロー

チについて述べるＵとんとん拍子にここまで来たが、プログラミングの雌本城則である「イベントドリブ

ン」と「データ櫛逝の予測可能性｣はその過秘で失われてしまった。峨新の問題の解決法はたいてい戎々 の

すぐＵの前にあり、オッカムの剃刀もたいていのものは単純であると提唱している。ＨTTPをちょうど
180度帳向させてPOSTメソッドの仰大な力をⅡ従めざせることで、インターネットの仕界でも「リアル

タイム」を実現できるようになる。‘I，継システムＧｎｉｐ(http:"www､gniPcom)の導入は、多様なソーシャ
ルデータとそれを消測するアプリケーションの川に、便利な借を提供する。

十http:"www､畔wintemじt､⑨rIE/HePortsﾉ200n/AduI鯵-and-急xiJIl-Nctwork-Wq,b篇itFR,nRpX
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最新技術
今Ⅱのソーシャルデータは配伯の郁合で穂められており、エンドユーザの行動ニーズに柵わないフォ･－

マットになっている。これはプラットフォームが年Ⅱをかけて確雌されたときにありがちなことだ。穣牝

となる機能があると分かっていても、人々 はどうにかして解決する方法を見川してしまう。この歪んだ活

川法を説lﾘlするには、今日のフレームワークの主典な堆礎技術を実例で示すとわかりやすいだろう。

トランスボート
２つのソケットを接続してデータをやりとりする方法はたくさんある。しかしここ当分のⅢlは、重要な

ものはただ１つ、ＨＴｒｌ〕のみだｃ特殊な場面ではそれ専用に、より効率的なプロトコルが使われていくだ

ろう。しかしHTTＰだけは普遍だ。他の何よりも、フアイアウォールに穴を開けつづけながらも、世界中

を結んでいる。唯一であるがゆえである。もしＨ'1▽】､Pで爽現できない要件があったなら、喫件そのもの

を考え直す必製がある。例としてi１１噸ffIiIlけ地子デバイスについて巷えてみよう。多くのイケてる端末が

あるが、中でも素哨らしいデバイスにはＨＴＴＰクライアントが実装されている（例：iPhone、Andmid摺

末)。さらに素哨らしいデバイスにはＨＴＴＰサーバさえも実装きれている（NokiaS60はHTTPサーバー

が稼働可能)。どんなに良いものにも不満は存在する。ＨTTPはステートレスで、かつ砿い･この２つの

特徴は、巡ざや状態保排を必要とするものを実現する妨げとなる。ここで罰っているのは、例えば次のよ
うなプロトコルのことだ。

ＸＭＰＰ

ＡＯＩ』のインスタントメッセンジャは梁界で初挑職のリアルタイム・ソーシャル・メッセンジャだった

が、まるでロケットのように飛び立った。人々 はチャットをしたかったのだ。みんながＰ２Ｐもしくは他の
サービスでチャットをするようになるまでにさして時IHlはかからず、そしてＸＭＰＰが生まれた。蛎送と、

会話やプレゼンスデータ用フォーマットの標準フレームワークとして始まったＸＭＰＰは、メッセージ交
換全般のフレームワークに作り替えられ、１Ｍから汎用メッセージのPubSubまで幅広く使用きれること
となった。2008年半ばに、CiscoはJnbbcr,com(商川ＸＭＰＰ製IYIのトップ)をⅢ収した。これにより111:界
111で使川されるルータのチップにはＸＭｌ'１，に杵化したハンドラが裕戦され、ネットワークルータはより
スリムになるだろう。

Bitlbrrent

機能への要求が極めて特殊なら、パイプラインを尤曜にチューニングすればよい。任意のクライアント
とサーバIⅢでのデータ椎送を行う際には、ネゴシエーションにムダやオーバーヘッドが発生する。これら

を無理なく排除するには、クライアントとサーバが密接に辿挽し、互いによく知っていることが条件とな
る。BitTorrentは、大きなバイナリデータの塊を、分散したノードをまたいであちこちへと移動する際に
驚くべき力を発揮する。将別なユースケースに最適化した、すばらしい実例である。

プロプライエタリ／Ｐ２Ｐ

ＨＴｒＰの蜘点のひとつは、リクエストとレスポンスに、事実上I)i１回と同じヘッダを含んでしまうことだ。

特定のクライアントとサーバ間でどれだけ通信を続けても、それは含まれてしまう。それならばクライア
ントとサーバ間のネゴシエーションを‘蹄域外で耶前に行い、データチヤネルには実データだけを転送させ



ＡＰＩ

面白くなるのはここからだ。ある時みんなが、数億数兆のＨ'IvrPトランザクションがまるでこれまでの

API呼び川しのように飛び交っていることに気づいたとき、Webを灰火な分倣アプリケーションのように

扱える基盤を提供したのはＲＥＳＴだった。HTTP1.1蛾定行のひとりRoyFie1dingは、物耶をＲＥＳＴ

(REp唾sentationalStateTransfbr）として肥述するための、巷え方のフレームワークを私たちに与えて

くれた。ありがとう、Ｍｒ､Fielding･

開発者はとうとう、ロジックとデータをネットワーク越しでマシンに配布するためのＣＯＢＲＡやＤＣＯＭ

と格剛するのをやめた。代わりに標jVIH'rrPとテキストベースのツールを使い、アプリケーション同士が、

これまでのウェプアプリケーションよりも低レベルで会錨するようになった。

図8-1に見るように、今やあらゆるウェプアプリケーションが備えるようになった、APIの爆発的な瑚

加が生じた。すべてのプロダクトマネージャーが、APIを必弧のものとするようになった。これには良い

Ｔ
Ｉ
‐
Ｔ
Ｉ
Ｉ

る方がスマートではないだろうか。そういった理由から、多くのPoint-to-Point（もしくはPCGr-to-

Peer)プロトコルをベースとしたツールが､柾11莫大な丘のデータを転送している｡

ＨＴｒＰを通僧手段として使うなら、その上に乗せるフォーマットは何がよいだろうか。確実に言えるの

は、ある転送プロトコルが数年を経て主流になったのなら、その上で動いているデータもそれに沿って進

化していかなければならないということだ。

フォーマット

皿ＩＬはこれからのデータフォーマット蛙鮭として策定された。これで多くの場合には、どの基本フォー

マットで通信するかという問題はなくなった。今は、ＸＭＬの派生フォーマットに閲して凝議きれている。

堀近はほとんどの開発荷がＸＭＬを当然のものと思っているが、その敢さと過刺さにはili意が必要だ。定

義上、非常に脱IﾘＩ的なテキストベースのフォーマットで、当然のことながら、－.般的には通偏に般適な

フォーマットではない。峨新のプロトコルやフォーマットの縦錯に参加するときにはいつも、私はＡＯＬ

のＦＤＯを思いⅢす。ＦＤＯはバイナリで、そのビットがぎゅっと詰まったプロトコルとフォーマットの組

み合わせは300ボーのモデム接続に餓適化されていた。ありがたいことに、今やプロードバンドのスピー

ドが当たり前になった。

それはそれとして、ＨＴ'『Pのように、ＸＭＩ』の珊点もその災ったらし苔にある。これまでの15年以上の

出来卯について巷えると、人間が銃めるプロトコルとフォーマットだからこそ主沈になったのだと思う。

人川に読みやすいフォーマットであるほど、イノベーションのレベルが上がる。デバッグする唯一の方法

が、デコーデイングツールを使ってデータを頼りない自分の脳みそで解釈できるものに変換する方法で

あったとき、人1111の創逓力と通偏梢報とのI川には大きなハードルがあった。プログラマにとって可読な

データこそが勝ち組となり、マシンにしか脱めないデータは負け紺となった。

ペイロードフォーマットとメタデータフォーマット（たいていはＸＭＬ)の述いには注愈が必要だ。商解

像度のビデオデータは(雌新の超大作ＨＤ映画など)膨大な物理的スペースを取るが、人間には読めない。

私はこれをペイロードフォーマットと呼ぶ。そのビデオを取り囲む説明情報がメタデータであり、ペイ

ロードデータよりも小さい。ペイロードデータはメタデータよ')もネットワーク通伯帯域を圧迫し（統打

が利用しているISPにその比率を聞いてみるといい)、マシンによってデコードされるまでは役に上たな

い。Ｔ
ｌ

最新技術１１１５
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1ｍも班い1ｍもあゐ災いliliとしては、数千もの叫仙が、’11:界''１で使ってもらおうとそのデータを公|刑した

ということが雛け『られる。ｌｊｌ･(》g】･ｌｌｍｍａｂ１Ｗ(１１)(hltl)://ＷＷＷ,l)l‘《〕関1.I1mllMlhlcW(､b,com/）には散|'iのＡＩ)ｌ

がドキュメント化され、利用の他に供されている悪い而としては、多くのAPlが急ぎ｛Ｍ$で、どのよう

に使われるかをまったく想定せずに作られているということが挙げられるその結果、パフォーマンスや

|雌能特惟の1mでＡＩ〕Iの呼び'11}しﾉtの期待に述していないにもかかわらず、ル'1.れたエンドポイント1両I上(ﾉ＞

ＷＡＮをjmじたＡＩ’1呼び出しがjlltIM1的に｣Wえた，・り･－ビスレベルアグリーメント幅I』A）をlﾉ,L供すあ''ノュ

プＡＩ､Iはほとんどなく、あったとしても、たいていその条件はひどいものだ

１．０００

訂OIO

酉OIO

斑OIOyj ２００８

年：

斑OIO贋

図８．１Ｐ｢ogrammabIeWebからのデータに基づいて作成した、近年の公開API増加の梯子｡

Ａ１〕I雑'１１で仙川11j､能なアプリケーションデータと|雌能仙への、爽際の、ああいはｲI雌このニーズは、

ネットワーク上にいくつかの典味深い挑戦をﾘ|き起こした

もし今日、あなたがネットワーク越しにＡｌ>Iがどのように使われていゐかを兇たなら、そこには好き勝

ｆなデータ配備特性とＳＬＡが兄えるだろう私たちは雁史上初めて、ソフトウェアが他のソフトウェア

とⅢ､I1な規惟で狭序だって統合されるという状況を手にしている‘，この和の統合は、さまざまなサービス

のデータを・紺くたにマッシュすることから｢マンシュアップ｣と呼ばれ為エンドユーザは、ソーシャル

アプリケーション内のデータがリアルタイムにﾊﾙくことをますます期待しているが、インフラはリアルタ

イムのデータ通{liをサポートするにはまだ秘遠い人々 のリアルタイムアプリケーションの追求の中で、

雌限に組み合わさったソフトウェア開発杵たちの(ill造力は、フ'プリケーションへリアルタイムに通知をす

る＃tみから（例：（'０，Gt，ウェブフック、さまざまなPubSUbメッセージングシステム）たくさんの異なっ

たモデルをﾉkみ出したこの内のいくつかはうまく働いていゐが、その他はダメだったどう災現するに

せよ、特効錨となゐような１Ｗは綱lﾐしない，川合の喪では‘肘に、ハミながらの|側lみが使われていあ。

ソフトウェアには、「ボーリング」と「イベント」という、２つの鵬本的な処J1'1ダイムフローがある。ソフ

トウェア処理のｿﾐ行には時間がかかる。そしてユーザインタラクティブなソフトウェアは、ユーザや別の

サービスからの人力を待つ必婆がある入力はボーリングまたはイベントを経由して、突行中のアプリ

ケーションへ投入される。ボーリングでイベントを、あるいはイベントでボーリングをｿ談すゐこともで

き為が、それはコンピュータ､1ルイエンスの授業でぺ』為ような』'§ｲﾐなｉｌＩｆなので、ここでは深入りしない瞳１２１

身に関連する入ﾉjを、アプリケーションがどのようにして得るかを明確にすることがここでは１K要で、よ

りレベルの高い刈解といえる２つのモデルの例を挙げるとわかりやすい
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ボーリング

ボーリングは、割り込み処即を行うべき状況変化があったかどうかを、ソフトウェアにより繰り返し弧

ねることで遂行きれる。愛化が見られた勘合、そのプログラムは定義済みの動作を実行できる。似てい

る例として、バーテンダーがよく使われる。バーのカウンターを想像しよう。ひとりのバーテンダーと、

１０人の秤だ。もしバーテンダーがボーリングバーテンダーなら、彼は繰り返しそれぞれの客に、ドリン

クはいかがでしょうかと訊ねる｡「ドリンクはいかがでしょうか？」「ドリンクはいかがでしょうか？」「ド

リンクはいかがでしょうか？」とカウンターの端までだ。ときおり、客のひとりが｢はい｣とそれに返すと、

バーテンダーはその行動を変えて、その客にドリンクを作る。ボーリングはシンプルで美しい。しかし、

クライアントにとってもサーバにとっても、ひどく非効率になりやすい(バーテンダーの例のように)。

レート制限

側発将向けのAPIを作って既存のネッI､サービスを外部に公IHIするのは、たいていはさほど難しいこ

とではない。アプリケーションの上にいくらかのフレームワークをのせて、データアクセスに線を通すの

は、大した手間ではない。しかし、ひとたびそれを行いAPIを公開したなら、そのAPIの使われ方は二

度とコントロールできない。様勘するコードを隆年にわたって守るには、このコントロールが必嬰だ。相

当規模のウェプAPI（ウェプサービスとも呼ばれる）を柵築するには、本当に号え、股iiI･開発し、辿川す

る必嬰がある。

もし幸迎にも櫛築したAPlが開発者たちの興味をひいたなら、次に来るのは膨大な数のボーリングだ。

アプリケーション上で瑚加した負荷に対処する最も簡単な方法は、ＩＰまたはヘッダレベルでアクセスを

ブロックし、APIの使用を制限することだ。この方法は大量アクセスの問題を解決するものの、外郁アプ

リケーションがユーザにサービスを供するために必喫なＡＩ>【呼びⅢしのプログラムフローを妨げる。外部

アプリケーションの開発稀はスロットリングレイヤをはさみたくない。彼らはiIi純にAPIを呼び出し、こ

れまで通りに作り、これまで通りにシンプルに動かしたい。データアクセスの問題を根本的に解決するに

は、ＩPベースのレート制限（スロットリング）よりもだいぶ手川がかかる。そもそも静通は、正しい解に

時間を賛沢に投資するのはiI1:されない。いくつかのソーシャルデータアプリケーションでは真面目にこれ

に取り細み、膨大な負荷をAPIでさばいているが(例：DigIg)、大多数はまだである。

正しく作る

多くのソーシャルデータを排つ人気のソーシャルアプリケーションだからといって、巨大なインフラへ

の投資やスケーラビリテイに耐むアプリケーションは必弧ではない。逆にこれらは、製品レベルの状折を

抑制するうえ、まるで朝食を食べるかのように金を食う。代わりに、この後すぐに脱lﾘlする、腿い”lを

経て打効性が証明されている「イベント」を利川する方がよい。大政の法則により、ソーシャルデータへ

の90％以上のアクセスは難駄なものである。取得されたデータと、それに費やした時間の圧倒的多数が

活用されていない。バーテンダーの例を続けると、客たちの杵えがずっと「いいえ」のとき、そのうち彼

らは、何庇も何庇もli1lじ間1111を純り返きれることに苛立ち始める。

写真のアップデートを、定期的にF1ickrに肌ねるのは無駄だ。代わりにFlickrがあなたのアプリケー

ションに対してフォトストリームのアップデートを伝えてくれれば、それは大きな効半化であり、ユーザ

に対してより重要で、よりタイムリーになる．
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リッターあたり０kｍの非効率

ソーシャルデータのボーリングが持つ非効率を強側していることで知られる「FlickrとFriendfbedの

例」を使おう。ソーシャルデータは概してユーザが生み出す。ソーシャルデータを生み出すソーシャルア

プリケーションは、人間の行動に蕊づいているからだ。より予測可能で、管理しやすいコンピュータの行

動にではない。私たちがソフトウェアを構築するとき、その価値は純粋に人Ⅲ活動に結びついている。人

ⅢIの活動こそが興味の対敗だ。以下の例は布川だろう。パプリッシャ（F1ickr）とコンシューマ

(Friend血ed)が悩報を交換するにあたって、ボーリングによるj､知を使うjﾘﾙ合のIHI岨について考えさせ

てくれる。

2008年７月、EvenHenshnw-PlathとKenanElliot-McCreaは、オレゴン州ポートランドのOSCON

(O1Rcilly‘sOpenSourceConvcntion）で、「BeyondREST?」（http:"ｗｗｗ・slidGshare､net/kellmnノ

bcyomd-rcst）という題で撫油した。そのプレゼンテーションでは、Friend企edが持つ‘16.000のFlickrア

カウントで写真がアツブロードされたかどうか碓泌するために、Friend企edがFliCkrのAPIを24時間で

290万IuIボーリングしたことを明らかにした。46,000のユーザーのうち、7,000ユーザーのみが測定中に

Flickrを訪れた。写真をアップロードした可能性があるのはそのうちの一部である。

ここ数年よく知られるようになったソーシャルアプリケーションのルールに「１，９，９０」と呼ばれるも

のがある。その喫旨は、ソーシャルアプリケーションのユーザを考察するときに全体を１００％とした賜合、

1％のユーザが中心となるデータを提供し（例：写典をアップロードする)、９％のユーザがデータに関与

し（例：写真にお気に入りマークを付ける)、そして90％のユーザはただデータを見るだけである（例：

写真を見る)。このルールを捕えめにFlickrとFriend企edの例に適用すると、什測した日にFlickrを訪れ

た7000ユーザのうち、７０のユーザが写真をアップロードしたことになる。つまり７０ユーザが実際に何か

を行ったことを知るために、Fricnd1bedはFlickrに290万回ボーリングを行ったことになる。ヒット率は

0.002％であり、蘭い方を礎えればひとつのアップデートを兇つけるために４万回のボーリングを行って

いる。

FlickrとFrifm雄Qdの例をバーテンダーの例えに世き換えると、ボーリングバーテンダーは客がリア

ルタイムにドリンクを受け取るために、お客様が「はい」と両うまでに４万回「ドリンクはいかがでしょう

か？」と弧ねる必嬰がある、ということになる。

アプリケーション内部のローカルなAPI呼び出しであれば、このような非効率を吸収することもでき

る。これはインターネットを棚断してAPIを呼ぶのとはずいぶん通う。上記の例ひとつを見ただけでも、

今Ⅱ使われているソーシャルアプリケーションすべての、そのオーバーヘッドは恐ろしいほどのものだと

いうことがわかる。

イベントドリプン方式は、ソフトウェアをリアルタイムにする。ソーシャルデータも本質的に、リアル

タイムで通侶される必災がある。小切手が当座価金口座から引き落とされるのをオンラインバンキングソ

フトウェアで見るのは１日や２日巡れでも柵わないが、テイーンエージャーの親友が祥休みに撮った写真

はすぐに見たい。

イベント

イベントドリブンアーキテクチャは、ボーリングとは対蝋的な異なるアプローチである。バーテンダー

が群に何庇も何度もドリンクがほしいのか繰り返し訊ねるのとは違い、こちらのバーテンダーはただカウ

ンターの向かいに立ち、客がもう１杯のドリンクがほしいと戒をかけて<るを待っている。通常、イベン



メモリローカル

ディスク

最新技術’１１９

トハンドリングはよ')効，細ｳだが、個々の「イベント」通知のために余分なオーバーヘンドを必Ｉ鹿とする

イベントは発火されて、キャッチされなければならないイベントハンドリングのためのフレームワーク

を使う必要があるため、複雑になる。一〃、ボーリングは紫lfI:なIMl数ループで非怖にシンプルに実装Iリ

能であるニこれが、ボーリングが過剰に使われる一閃となっている。

ノ､§肝からこれまで、これら２つの'だ行う画一のパラダイムがソフ1,ウェアiH1発のj馴睦った。クライア

ントとサーバの|↓Ilj〃のソフ1,1ツェアが、’ﾉ41J･フＩＪ－とブプリケーションの動作を制御するために、この２

つに頼ってきた．オペレーティングシステムにとっても、なめらかなユーザ人力とインタラクティブ性を

提供するためにちょうどよかった‐州発行としてどちらを選ぶかは､使用する言語や、ライブラリ、フレー

ムワークによるこの２つの方式におけるパフォーマンスの違いは、ローカル環境内で呼び出す分にはさ

ほど厳織しなくてもよいが、それをリモートのアプリケーシー'ンilllで呼び出すと爽川に耐えないこともあ

始。ただ、ＵＩやグラフィクス(ﾉ)州l1IIiを批う隙には、１１－カルであってもアプリケーションが成砿しない

ほど迷いこともああので桃意が必要だ

ひとたびプログラマがリモートAPI呼び出しをアプリケーションに導入すると、ボーリングとイベント

ハンドリングとの述いは明確になる。ローカルI/O呼び出しとリモートI/O呼び出しの述いは指数的であ

る，ディスク、メモリ、チップセツトのインタフェースの商速化など、アブリケーシ副ンのスピードアッ

プのためのすべての努ﾉjは、ほとんどﾉ､ダになる。Ｉ,xl8-2には、ｌＪ－カルのデータァクセスとリモートの

データアクセスとの、Ｉ／Ｏパフォーマンスの述いを,（したlWjI1にするために、１１)撰統のlllI始と切断の仲

ち時間については巻えないこととする。ここには,IMf域幅とスループントの関係を揃いた･実際のプロトコ

ルのネゴシエーシヨンも転送のオーバーヘッドに含めて考えると、待ち時間はより縦しい問題となる曇

４
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兄ての辿り、その述いは将しい。リモートjill･ローカルデータのアク･ヒス時Ⅲlはこのように而僅端となる

ため、それぞれをボーリングとイベン'､で他川したj＃合の逆いは、アプリケーションの緋ち,1$間の,H,胆を

抜きにしてもなお余りあるものとなる，なんらかのアクションを取るために、非効＊なボーリングを利用

してネットワークの向こう側のサービスに変災があったかどうかを知ゐには時,1,,がかかるもしバーテン

ダーの「ドリンクはいかがですか？というwi'1Mに獄械的に符えてもらえるとしても、街を隔てて服って

いる客に４万'''1も‘汎ねて''抑Ijを無駄にi'蛾することになる

ボーリングとイベントとの遠いがこれで明らかになった。ボーリングはWcbをｉＷﾘ,､にあふれさせてし

まう。WIvlWR鵬'1,を他川したクライアントサーバプログラミングは、派式なイベントドリブンブレーム

エクストラ３Ｇ

ネットワイヤレス

イントラ

ネット

図８．２さまざまな狐顛の接続におけるファイルディスクリブタ処理の相対速度
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ワークをウェブアプリケーションＭ１発に提供しなかった。その納果、Webは生まれながらにして非効率

性に侭されたデータドリプン・ソーシャルアプリケーションであふれ、それはソーシャルデータの持つタ

イムリー性をさらに目立たせることになった。もし友人が明日、Ｈ分の住む街を肋れるなら、私はそれを

逃さず知りたい。我々が｢リアルタイム｣にしたいアプリケーションは砂上の楼11Mであり、建ってはいるも

のの肋れ始めている。

HTML5のイベント

HTML5の仕棟杵が、イベントモデルと高レベルの双方向コミュニケーションを容易とする「ウェプソ

ケット」フレームワークについて述べていることは特筆に値する。XMLHttpRequestはＧＵＩウェプアプ

リケーションを断たなレベルに導いた。ウェブソケツトは、これからのウェプアプリケーション1M発に大

きな影胃を与えるだろう。プラウザベースのアプリケーションがソケットを使うようにデータにアクセス

できるこの方式こそが、我々を淵附らしい11t界へ導いてくれるだろう。

ＷＡＮスケールのイベント

分散イベントハンドリングと通知は断しいI川迦ではないし、そのどちらも解とはならない。災のところ、

エンタープライズの世界では、商川ではあるが｢メッセージバス｣という形で馴健で効率的なソリューショ

ンが提供されている。TibCoは企業向けメッセージバスソリューションの縦剛である。しかし企業向け

メッセージバスは、さまざまなエンドポイントの、さまざまな接続スタックをまたいでの接統よりも、普

段流れているデータの確実な伝達に主眼を置いている。株式トレードでは、データの受け渡しとプライバ

シーを保証する必饗があるｃこのレベルでの保証にはコストがかかり、そのコストは高いライセンス料金

に反映されるため、インターネットの世界で仙われることはほとんどない。ソーシャルデータはエンド

ユーザが無料のアプリケーションを使うことで作られ、消費きれる。それゆえ、企業システムで使われる

高価な商用の、統合が難しいメッセージバスソリューションは、ウェプの世界では歓迎きれない。

ソーシャルデータの爆発的瑚加を生み出した技術を活用してイベントドリプン通知の仕組みを実現す

ると、すでになじんだ技術を川いてソリューションを提供できる。ＨＴＴＰＰＯＳＴは、標琳のフォーマット

(XMI』)で、ＷＡＮをまたいだ任意のサービスllljをつなぐイベントのプッシュを、災行制御フローの遅延

ギャップを峨小に抑えて実現する。JefrLindsayは、ウェプフック（http:ﾉﾉblog・webhooks､org/）と名づけ

たＨＴＴＰＰＯＳＴイベント伝達モデルの普及を推進する紫哨らしい仕事をしている。繰り返しになるが、

HTrpはこれらのイベント伝達に雌適化きれたプロトコルではない。麺ⅦＬも雌適化されたフォーマット

ではない。しかしこの２つは、リアルタイムのサーバtoサーバ通僧の状況の川腿を解決するために蛾もよ

く仙われている拠川的な仕組みである。

これ以上ソーシャルデータのための待ち時'１１１が１Wえると、次の２つのうちのどちらかが起こるだろう。

ひとつは消費巷としての我々 が、耐えながら行勤械式と期待を劣ったモデルに合わせること、もうひとつ

は利用に耐えないほど不便になり使うのをやめることである。前者には、ベータ対VHSなど多くの前例

がある。問題解決のために、机対的に劣るソリューションを受け入れることはよくある。後新は毎日のよ

うに起きていることで、業界と製品の急激な成焚が、タイミングや砧めの11.きのためにしょっちゅうルリれ

去っている。なんらかのフレームワークが標叩になるまでのⅢ、ソーシャルデータのパプリッシャとコン

シューマの間のイベントやきまざまなプロトコル、フォーマットのデータを、イベントの''１縦ケートウェ

イが仲介できる。この仕組みで、非常に安価かつ汎用的に、ソーシャルデータに伴う不快な遅延を排除


