
においては一冊簡単な問題だ。本題はここからである』

Ｉ
Ｉ
Ｊ
，

２つのデータベースを統合するにあたって、よくできたグラフデータベースや完壁で適切なリレーショ

ナルスキーマが手元にあるとしても、どのアイテムがどのアイテムに対応するものだとどのように知れば

よいだろうか。データベースの一方には℃Ocn-C〔》lu”が含まれ、もう一方のデータベースには．The

Com-ColaCompany.‘が、あるいはもっと耐潔に℃Oke，､が街まれているとする。ただし独立した別会社

の"'rheCoca-ColaBottlingCompany･とは出なることに注意が必要だ｡

問題をより複雑にするのは、人々がフィールドやオブジェクトのプロパテイを命名する方法に統一され

たものがないに等しいということだ。あるデータベースで飲食Iiiiの住所がaddresgフィールドに桁納され

ていても、別のデータベースでは1ocntionフィールドに裕納されているかもしれない。locntionが飲食IJi

のプロパティであるときに、それがaddressとliilじものだと、どうやったら知ることができるだろうか。

locationが遺伝子のシーケンスを記述する目的で使われる場合は、染色体上の位置を意味しているのだろ

うか。実務上、普通この対鵬づけは手作業を盤するが、もし簡単に数百数千のデータベースを結合でき

るシステムを作ろうとする場合、このような粘合に必喫な多最のｆ作乗をなくすための方法を見つけなけ

ればならない。

これら命名に関する問題を解決するためのさまざまな拭みがなされてきた。セマンティックウェブ

(SemanticWeb)の世界ではLinkedOpenDataと呼ばれる試みが登場し、参加者が虻いに公IH1したデー

タを利用して、特定のオブジェクト(映画、人物、飲食IiIiなど)を標準化されたURI(UniversalResou1℃c

lI1dicntor)で桁し示すことを推奨している。これにより、２人の人が同じ事柄について滞っているという

ことを碓もが理解できるようになる。さらに、オントロジー（0,t(〕l〔〕giy)の典合を標地化して、飲食l11iや

映画を統一して表現するときにどのフィールドを仙うべきかをⅡ:槻化しようといういくつかの拭みが進行

中だ。

しかしこれまでのところ、物事を記述するのに同じURI，同じオントロジーを使うことに''１戯したグ

ループの数は、世界中にあるフリーなオンラインデータベースの総数からすると非常に少ないし、企業内

のデータベースについてはほとんど手つかずだ。多くの珊合、ｌ』inkedOpenDatmに容加しようとしてい

るグループでさえも、現時点では、明らかに同じ物'1Ｉに対して同じURIを使っていない。

つまり、データセットをつなぎ合わせようとする我々にとって、２つの物事が同じであると自動的に決

定するための方法をひねりⅢさねばならないということだ。

データ結合の障害１３６１

名詞の共通化と動詞の共通化

同じ物事に異なる名前が付いている場合
大多数の人と何じょうに仏も、股初にデータセットをつなぎ合わせようとしたときは、２つのアイテム

が同じ物事であるかどうかを決定するには、それらがIiilじ名前を持つかどうかを調べるのが一舟だと仮

定していた。きらに℃oca-cola．と．Thccocn-colncomp8my~の問題は、文字の距離や文字の部分一・数

を用いるなどの要領で賢く解決できるものと秒えた。これはたいていの場合うまくいくのだが、蛾も解決

したいようなりF例でよく失敗する。

簡単な例を挙げると、私がWikipcdinの映両データとNctflixの映画データをつなぎ合わせようとした

ときは、『プレタポルテ(P唾t-ml-PortGr)」でつまづいた。Wikipediaではフランス舗名｢Pret-A-Porter」

が他われ（これはアメリカ映画であるけれども)、Netflixでは英語名「ReadytoWear｣が使われていた。
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文字列を比核するのに先立って全部の名前を典iIWに湖Ⅲ〈すべきではないかという縦倫をする前に、

｢B､Ｕ､S・'1,.E,、.』と「EveIybodyLovesSunshinc」（邦皿：エプリバディ・ラプズ・サンシャイン)、「Point

ofNoReturn」とITheAssassin」（邦題：アサシン）のように、Itlじ耐踊でも似数のタイトルを持つ映画

があることを指摘しておきたい。これらは別々の国から別々の塙前で出されたり、あるいは製作中のタイ

トルと最終的に公'1Mされた時のタイトルが孔なるなどしたものだ。

文字列の煎似による検蛾に価ることかできないとしたら、どうやって映画をマッチさせればよいだろう

か。これは原哩的には簡単なものの、昨細は地欺のような襖雑さとなる（この分野は仙人や大学部により

研究されている)。例えば2つの映画があるとき、両方とも1994年に公Ⅲされ、両方ともロパート，アル

トマンが監督を務め、そして向方ともジュリア・ロバーツとソフィア・ローレンが出演しているとする。

これは別々の映1曲iであり１９るだろうか。偶然にもこれらの特徴を伽えた映閲はちょうど1つしかないので、

その称Ｍ１がどうであれ、これらのプロパティを持ったすべての映仙iはI『i'一のものに迎いない。

余餓だが、映両をマッチさせる手段として文字列の距離は符にひどい方法であることがわかった。

『Ghostbustersjと「Ghostbuste噸2jは非常によく似た文字列であるが、災なる映画を指している。これ

は一つが1984年に公開誉れ、もう一つは1989年に公開されたことからも祥扮にわかる。タイトルの後ろ

に数字が付く場合は一・述のシリーズ物だと仮定することもできない。「'1,hcMIMlnessofGe《〕rgelll」と

｢TheMudness0fKmgGcorgc｣は、実際には同じ映画だ州，

同じ名前が異なる物事に付いている場合

２つの物祁が同じであることを認識できないのは脱立たしいが、発生したjR襖は必盤があれば後で取I）

除くことができる。それよI)I川岨なのは、Ｉ‘ilじ狗脚を排つからという即111で、あるいは本当は特定するに

ｲﾐｰ１．分であるにもかかわらずいくつかの純性が一数するからという剛山で、２つの出なるアイテムを1脚lじ

物だと設遡してしまうことである。これがより危険な理111は、データベース上で．u不'1;に統合してまと

められてしまうと、その後は異なるアイテムに間するﾘＩ実を一つの物'１１にINJ連づけていくため、雌終的に

誤りに気づいたとしても、多大な手作粟なしにはそれらＷ４のもつれをmjjiiに解きほぐす方法がないから

である。

アメリカのウィスコンシン州には「フランクリン」という町が７つある。ウォルマートが憐黙しているの

はそのうち１つのみである。「CityofGodjというタイトルの本は少なくとも４つある。WikipCdinに城る

に値する「ジョン・スミス」というｲ端人は50人以上いる。誤った搭染拒否リストの例を出すまでもなく、

2つのアイテムが同じ名前だからといって、それらが同じ物V11であると考えるのは根拠に乏しい。特に人

物の場合はそうだ．アメリカの社会保障研･号のような、人に対するユニークキーの例はあるものの、誰で

もアクセス可能なデータベースにはまず戦っていない。人のユニークＩＤは、ほぼ常に、何らかの腿合い

で保捜が必要になる。

国の名前などのように非常にW1じた災合や、械端にまれな杓iｉ（私の名前トピー・セガランもそうだ）

を除いて、瑞前のみを用いて物事を統合するのは、全くもってお勧めできない。２つの別々のレコードが

本当にl‘jlじ物邪を折しているかどうかを決定するアルゴリズムでは、他の征拠もⅢいるべきだ。

ある物'１Ｉに対する１１§式な倣別ｆを作ろうという努力がなされてきたが、プライバシー的なJIl1Iilにより、

人冊の場合でそれが成功することは決してないだろうと、ここで指摘しておくのは火蛎だと思う。アメリ

カでは我々は社会保障番号を勝っており、さまざまな政府機ＩＭＩや興佃所が人のトラッキングに用いてい

る。しかし我々は、榊号を公開すべきではないという救えを蚊<受けている。他の人が簡''１にデータをリ
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ンクできるからというJHI1IIIで、我々 が併号を公1Mデータベースに磯鰍することはあり得ない。このように

して、数十仙人の11'に似た名前を持つ人がいるという状況はいつまでたっても変わることがなく、他に仙

別する術もない。

解決策
汎川的には解けない1111組であるというのを別解するのは大ﾘﾘだが、ある符定の状況~ドでうまく勘くアイ

デアがいくつか拭されている。これらの手法の一部は限界を持つが、さらに開発を進めればｳM咳いデー

タセットで機能する潜在力を持つ手法もある。

複数のフィールドにマッチさせる

「データの自己発見」(鋪７東)でJelTJonnsは、名IMIと他所の組み合わせによって万引き犯であること

を発見きれてしまった架空の従業貝について述べた。この珊合：箔liiIと(l;所の組み合わせは、２つの異な

るレコードが同じ人物を指していると水唆するに十分な証拠となる。JeITはきらに、．､PatrickSmith”と

~PatriCiaSmith向が同じ住所で、両将とも‐PatSmith.･の部分が同じであるという例を出すこともできる

だろう。大部分が規則的に処理できるような状況下でも、よく注意しないと、このようなりI例まで考噸に

入れるという例外の迷路に簡叩に迷い込んでしまう。

これがデータセットの中でアイテムをマッチさせる堆本的かつ股もありふれた手法の竹子である。パラ

メータの集合を選び、物事がマッチするか否かを決める規則をあらかじめ定める。例えば「２人の人IHIが

同じ名前と住所を持つか｣や｢2つの映画が同じタイトルを持ち同じ年に公1冊されたか｣などである。

多くの場合はこの手法がうまく働くが、いくつか欠点もある。まず峨初に、物珊をマッチさせるための

フィールドと蝿ＭＩＩを1M発者が折定する必漉がある。タイトルと公側年という藤本的な蝋Ⅱﾘを用いると

｢Prもt-A-Porter｣が「ReadytOWemlにマッチしないということがわかったとき、さらに先に進んで「２

つの映両は同じ年に公開きれて、監督がIijlじで、少なくとも役者の１人が同じか｣などの別の蝿Mllを作ら

なくてはならないため、これは非常に手間のかかる作業になり得る。

２つめの問題は、フィールドそれ自体に高水恥の一凹性が求められる点にある。役者がフルネームで許

かれていなかったらどうすべきか。片方のデータベースで、いくつかの映両の公INI年が抜けていたらどう

すべきか。そして雌後に、この手法では狩定のフィールドを選んで平畑な附近のレコードを作るため、

データ中の全ネットワークを活かせない。このネットワークデータは、アイデンティティについてざらな

る情報を与えてくれる可能性を持っている。

共同的一致
データ中の全ネットワークを活用することこそ、この-．致INl題を解決する鍵なのだと秘は傭じている。

このアイデアは「共同的一致(collective…onciliation)」または「共InjI的エンティティ解決（collective

entityrEsolution)」と呼ばれる一連の技術に組み込まれている。沸細な凝誇はhttp:"www,1ib,umd,cduノ

dlFum/handIcﾉ1903ﾉ4241から見ることのできるIndmjitBhntmchm･yaの仰l:錯文をi悦むことをお蘭めす

る。

この節では、共lljI的一致とはどのようなものであるか、その概喫をきわりだけ鋭'ﾘlする。これらアルゴ

リズムをどう実装するのかという詳細は、統荷が扱っているデータの械矧によって大きく変わるため、こ

の章で述べることはできない。しかし概要を知ることで、読替向ら実験する際の助けになるし、この分野
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の他の人々の成果を班jWするのも梨になることと思う

まず地初に、それぞれ微妙に出なるW州lを排つ峡Idjiのデータセッ

をグラフで表現したものが似'20-5でああ

グラフＡ

ノード1０

名前：JuIiaRobertS

季ｒ－……
役者

ノード1２

名前：ReadytoWear

…γ……、
役者監督

／ 、

ﾄが２つあゐとしよう轡これらの・剛

ノード1９

名前：SophIaLorer

ノード１９

名前：RobertAItmarl

エーーー面＝ﾛ■画P虹■丑b

グラフ日

ノ ード 四

名前；SophiaLo『e耐

……雫…で賢一一一
役者

、

図２０．５２つの呪なる映画データベース（抜粋】

役者

、

ノード2２

名前：JuIiaRoberts

袖iIのみに蕊づいてマンチさせるのは賢いやi)〃ではないと、すでにわかっているつまり、２つのオ

フ，ジェクトの名前だけを兄て|‘'1じかどうかを決定することはできないしかし、グラフＡのノード１０と

グラブＢのノード22はIl1jH･ともに．lJuliaRObel･I‘５，．の名を持つことから''１．であると考えることができ為
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し、グラフＡのノード１２とグラフIＩのノード27はIII1j荷ともに“R(DIMIvtoW(､ｍ,･･の渦を排つからIil・であ

るとぎえることができる。

ここで鍵となるのは、２つのグラブのアイテム間に潜在的な一致があるという点だ。潜〈E的にマ･ソチす

る“JuIiaRobel･ts”ノードが、ｉ{Ｗｌ;的にマッチする“ReadyloWem･”ノードにつながり、このコネクショ

ンがll1iiグラフで共通していあこのコネクションは、IiIj者のマッチをさらに|(lli伽すみ$１１１拠とな為、この邪

例を汎川化したjﾙ合にもマッチすあと結飾づけられゐかどうか(よ、，.R〔,Iulvl()ＷＣｌｗ"という袖iIの映iIIIiに

１１噸する．.JuliaＲ《)1X‘1,1s”という州11の女優が襖数いる'１１能性がどの伽蛾,あのかという､｢能性について

の仮定に依存する。しかし今側のjIMi合、我々 はこれが正しい答えであるとザえることができる

この手法を実装する方法はさまざまだが、よく使われる技法に「メッセージバッシング」というものが

ある・雑木的に、グラフ八のノード１２は、グラフＢのノード２７とＭじかもしれないと知っている。グラ

フ人のノード12は、グラフ、の全コネクションを兇て、グラフ八で''1分とつながっているノードにメッ

セージを送る送り先が役ffのjﾙ合は「ｲﾔはノード22かノード２９じゃないの？」と）師をかけるこれを受

け取ったノード１０は｢実をいうと、1.1分はノード２２じゃないかと思ってたんだ」と確信を深めるｕそれと

同時にノード１０も同じことをして、１１｣.能性のある映両すべてをノード'２に問いかけ,る図20-6にこれ

を示すョ

ノード

またＩ

ノード

ノー 肘相

グラフＡ

ノード１０

名前：JuliaRoberts

(ノード22だろう）

ノーＦ2７

ノード1９

名前：SophlaLorem
(ノード29だろう）

名前：RoberlAltmam

一 函 睡 一 一 一 画 墓

図２０－６ノード間のメッセージバソシング

なぜこれが「典11ﾘ的･･致」と呼ばれるのか、理解できたことだろうレコードをフラットにすあのでは

なく全体を一気にマージしようと‘だ際に試み、マージするか否かの判断をノードが互いに助け合うのだ。

もちろんこれは簡iliな例であゐ.】似12(〕-7に見るような、よ})雌しい例について勝えよう.
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Ⅱ

グラフＡ

ノード1１ ノード1５

名前；PretlyWomam |’ 名前：NottingHiI

ノード1９

へ､…ーン
役者役謝
、／

ノード１０

名前：？？

一ｌ

役島苫

ノード１２

名前・PretaPorleI1編鴨劉P､凧.Ｉ
ア了一、〒＝

役者 監謹

／ 、

ノーＦ１Ｉｇ

名前：SophiaLorem 名前：Robe『tAItmaIn

グラフＢ

ノード２９

名前．SophiaLoren
役者

ノード２１

名前：SoIeil

図２０．７より難しいマージ間Ⅲ

、

役謝

１

ノード２７

名前：Ready1oWear
年：１９９４

、

役謝

、

ノード２２

名前：JuIiaRobe｢１ｓ

ノ〆 、、

役稀

／

ノード２３

名前：PrG1tyWomam

ｌ’

役者

ノード2４

名前：ROchardGerq

役者

、

ノード９

名前；Nown浬ＨＩｌｌ

役看

ノード2５

名前：HughGrant

Ｉ



まとめ '３６７

今血は“RじudytoWeal･”という制1ではマッチせず、ノード１０は抑１１すら持たない。これがJulin

Robcrtsかもしれないと知るにはどうすればよいだろうか。ここではネットワークをｵ汗拡狼してJulia

Robertsが出演する他の映画をいくつか追加した。このおかげでメッセージバッシングの1,1数をjWやせる

ようになった。メッセージバッシングアルゴリズムがどう働くか、惣像できることと思う。おおざっぱに

いうと、次のようになる。

1.ノード１１は、側じ格NiIを持つことからノード23が潜在的なマッチであると判断する。

2.何棟にノード15は、ノード９が淋在的なマッチであると判断する（他にもJuliaRobert8の映両があ

れば、これを繰り返す)。

3.ノード１１がノード１０に｢芯はきっとノード22かノード24だよ」とメッセージを送る｡

4.同撒にノード15がノード１０に｢ｲｌはきっとノード22かノード25だよ」とメッセージを送る。

5.ノード１０はこれらすべてのメッセージを受け取った後、すべてのメッセージに共地する災飛を探し、

自分はおそらくノード22だろうと結鎧づける。

6.これでノード10は自分の紫性がわかったので、次に自分とつながっているノード（メッセージを送信

してくれたノードも含む)に対して、それらがどの映而であり1Mるかというメッセージを送る‘’

7.ノード１２はノード１０とノード１９から｢ｲ｛はきっとノード27だよ」というメッセージを受け取るので、

そこで確定させる。

これで、たった一人の女優名の一致から始めたにもかかわらず、「Pr§t-a-PorterjとrR“dytoWear」
が同じ映画であることが確定した。

アイデンティティを決定するにあたって、リド実の全ネットワークをi１９用する方法をご即解Inけたことと

思う。これが共何的一致の核心であり、その強力さの源である。これをきらに拡扱することもできる。あ

る実験では、映凹と俳優に閲する２つのデータセットを、映凹の公11M年のみを用いてつなぎ合わせること

ができた。ある俳優の出演作が12個の個別の年で出現し、共演の俳優の出演作が8個の年で111現してい
るという'Ⅱ実は、大抵の場合この両考を一恵に識別するに足りるものなのである。

もちろん実装と数学的な勝細は非常に込み入ったものになり仰るが、それをこの京で述べるのはやめて

おく。この技法をそれぞれの蛎梢に合わせて実装するのは、非常に布益な課題として、銃将にお侭せし
たい。

まとめ

今や、およそあらゆる分野で、発鵬のためにより多くをデータ分析に負うようになっていることを人々

は腿撤している。流行に敏感な人の兇職に多くを航っていた小光莱の枇界では、何を光るべきであるの

かは、染めたデータの111の中に蝿もれていると多くの人が信じるようになった。それと何撤に、これまで

の科学はわずかなデータに華づいて櫛築した理詰モデルに上に執ってきたが、これからの科学は膨大な
最の岨測を収典してマイニングすることの１１０にあるように思える。

I211iIで多大なコストをかけてさらに大きなデータセットを柵染するというよりは、これからは他肴に

よって生成されたデータの111をiI1illlして、121前のデータと合成、統合するようになるに迎いない”自分の

組織によって作成されたデータであっても、非営利団体や公共川体のものであっても、データを再利用し

てつなぎ合わせることによって、多額の間用を節約して利益を生み川すことができる。このエッセイが読
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若の想像力を刺激して、よりよい方法を見つける一助になれば幸いだ。
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学生のころ、天文衛星のデータを解析していました。気象衛星や偵察衛星などはカメラが地表の方を

向いていますが、天文衛星は宇宙の方を向いています。指導教官から受け取った数百ＭＢの圧縮データ

は、当時としては巨大に思えました。既に各種解析ツールが充実していたので、生データから両像を再

栂築して、わあきれいだなという絵を作るのは、何も瀞えなくてもすぐできます。でもそこから観測対象

の索性を明らかにするのは、一筋縄ではいきません。画像の各釧域のスペクトルを綱べ、データの中に隠

れているかもしれない周期性を調べ、異なる特性を持った複数の観測装慣の結果と照合し、対象天体の

正体として考え得る理論モデルとの整合性を調べて、きっとこうなっているに違いないという結論を出す
わけです。

データが災しいと感じられるのは、そのデータが現火を栂猫するのを助けるときなのかもしれません。

枇界の椛迩を知って、なるほどこうなっていたんだ、という紫直な感動が生まれるとき、そのデータは美

しいといえるでしょう。その現実認識を元に、現実をよりよいものにすることができれば、なお美しい。

ウェプサイトのアクセス解析では、そのサイトに対するユーザ行動の一側面を知ることができます。ユー

ザの行動やサイトそのものについて新しい知見を得られたとき、そのアクセス解析は美しいと思います。

その新たな腿織を元に、サイトをよりよいものにすることができます。

この本の20篇のエッセイに共通するテーマは何だろう、と考えてみました。データを扱っていること、

それをビューテイフルだと見なしていることはわかりますが、いまいちピンときません。実はそれ以上の

共通点はないのかもしれません。でも、私がなぜデータに葱かれるのかなと考えたとき、学生の時分に衛

星観測の通を選んだことが頭に浮かび、そしてさらに、そのデータ好きは少なくとも小学生の頃までさか

のぼれることを恐い川しました。たぶん、自分が知らなかった何かを知る素朴な驚き、ｉＨ界に対する遡倣

を新たにする楽しさ、それが動機なのだろうと思います。

２０篇のエッセイの多くも、世界の中に蝿もれている何かを掘り出すことに対する知的好奇心がその根

底にあります。現実をいかにキャプチャして、加工して、どのようにして見る者に驚きや喜びを与えるよ

うに提示するか。その驚きや喜びを与えるための営みと、その営みを可能にするための裏方の仕事を語っ
たものが、本沸です。

たとえば5章のFacebookの話では、プログラマであり、統甜股でもあり、しかも巨大データの扱い方

を知っている、そんな人を指して「データサイエンテイスト」と呼んでいます。PythonとMapReduceと
Ｒを使いこなす人、といえばなんとなくイメージが伝わるでしょうか。膨大なデータがありふれたものに
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なった一方で､それを活用できる人材はまだまだ少ない。データサイエンティストが求められる所以です。

あるいは15束のＤＮＡの綴。コンピュータだけを使って解析するドライ系のパイオインフォマティクス

に親しみを党えるlT屋さんは多いのでは准いでしょうか。２１世紀の基幹産業になるであろうＤＮＡの世

界は、今はまだアカデミックなにおいを感じますが、職職怖報サイトにＤＮＡプログラマやＤＮＡエンジ

ニアの求人があふれる日も近いかもしれません。この京を祉むと、職でも遡伝子ハッカーになれるのでは

ないかという、そんな川待を抱かせてくれます。

股後の20願は、本脊の糊者であI）『典合知プログラミング｣薪将の'llobyS昭mwmの京です。世の中に

は数え切れないほどのデータが公M1されているのに、それらをつなげて使う「データマッシュアップ｣は

簡単ではない。それをどうやって笑現するかというのが主越です。データ自身が内部に持つネッI､ワーク

椛造を生かして、あいまいざをin:祥しながら複数のデータセットの側巡を推定するその手法は、とてもエ

レガントでビューティフルです。

本番には５人の択将が鵬わI)ました。それぞれFI1MFの仕ﾘlを抱えながら深伐、早朝、休日の時lⅢを荊い
て頂いた訳将、レビュアーの皆さんに感謝します。そして当初の予定よりも大輔に遅れた原稿を辛抱強く

待ち、社内外の潤雛にあたって<だきったオライリーのⅡI村さんに感謝します。
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ベース型の管理および処理を行う分散システムに取り組んでいる。Yahoo1では、大規模な分敗型データ

ストレージと処理システムを側発している。これまでに、、LL適応能力を持つビア・ツー・ピアシステム

や、イベント処恥の分散ストリーミング、アーカイブデータの分散ストレージ、ＸＭｌ,インデックスの作

成などの仕１１にも携わってきた。

jasonDykes(6章)：1990年代初めから、データ探索のインタラクティブな空間的インタフェースの設計

’

Ｉ
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および'１M発に取り組んでいる。｜Ｉ1発の商述化を叶るために、’1Ｗ１，k、SVG/JIwnScript，Procc8Ringなど

の薗冊で采軟なｳM広い技術を駆使し、峨新的なソフトウェア・アプリケーションと斯新な視弛化で地即的

梢造を表現している。シティ大学ロンドンのgiCentre(http:"gicentre,org)の主任撫師。1990年オック

スフォード大学で地理学の学士号を取得、2000年レスター大学で博士号を取得。Geovisualizationand

aNntionnlTeaching碗ⅡｏｗにおけるIntCrnntionalCartogmphicAssociationCommigsionの共同鍛焚

を務める。現在は、２人の息子IkoとFrc《1の自転唯乗りの練判をｒ伝っている。

JOnathanFoIlett(2章)：HotKniibDe8ign,Inc・の社焚維クリエイティプ部門最高責托者。ユーザエク

スペリエンス、情報デザイン、仮想チームに関する著評が世界111で出版されている。「ALiStApart｣、

｢DigitnlWeb｣、「UXmattcrs」といったサイトに寄稿し、ボストン地Ⅸの技術グループI『りけにWeb関連

のテーマで獅油を行っている。執縦した拠りＩは、中IEI鮒、インドネシアjH、ロシア語、スペイン‘Niに翻択

されている。視覚デザインの作品は、AmericmnGmphicDesignAwmFd，HorizonIntcmctiveAward、

その他の賞をいくつも受賞している。

And『竃ｗＧｄｍ３ｍ（19章）：コロンビア大学の統計喉および政治学の教授。最新刊に「DatnAnnlysis

U8ingRegrc8gionnndMultilevel/I･IicmrchicnlModels』（ケンブリッジ大学川版局)、『Re〔lStnto,Ｂｌｕｅ

State,ＲｉｃｈＳｍｔＣ,PoorState:WhyAmol･icImsVotetheWnyThcyI〕o」（プリンストン大学川版lhj)、「A

QuantitativeTouroftheSocialScienccs」（ケンブリッジ大学出版局)がある。

YairGhitza（19京）：コロンビア大学政論学科の学堆で博l:牙･取押将。専門は米同政論学および定量的

手法である。以１１１１、CatalistやＣＣＩ〕crnicusAImlyticsなど政泊的分析を行う企乗に勤めていたこともあ

る。

RajarshiGuha(16章)：NIHChcmicalGenomicsCenterの科学研究員。大量処理スクリーニング問題

のざまざまな側面を研究している。以liIは、インディアナ大学怖報学部の客員教員をしていた。敵年ｌｌ１Ｉ

から、化学愉報学やコンピュータによる創雛などさまざまな分1Ffに取り組んでいる。その範囲は、ＱＳＡＲ

モデリングやアルゴリズム開発から、化学愉報学の手法やモデルを活用するためのソフトウェア側発や

Webサービスのインフラにまでおよぶ。

AlonHalevy(9章）：GooglcのStructuredDataMfmagementRe“ｍ℃ｈグループのトップ。以lMIは、シ

アトルにあるワシントン大学でコンピュータサイエンスの放授をしていた。1999年に、企業内冊帆統合

の分11fで草分け的存在の企業Nimblc'1,“hnOlogyを共同投立した。2004年には'IYansibrmic社を股立し、

ＤｅｅｐWeb向けの検索エンジンを側発した。Transibrmic社はその後Googleによって岡収された。氏は

AssociationfbrComputingMachine可のﾌｪﾛーで､2000年にはPresidentialEarlyCareerAward

IbrScicntistsnndEngineers(PECASE)を受賞し、スローンフェロ一でもあった（1999～2000年)。発

戎した技術猫文の数は150を越える。1993年にスタンフォード人端でコンピュータサイエンスの博士号

を収1＄。

JeHtw:ｙＨ“r(12章)：スタンフォード大学コンピュータサイエンス学部助敬授。専門は人川とコンピュー



タの柑且作川、インタラクティブな視雌化、ソーシヘ,ルコンピューティング。研究成果として、データ探

索における斬新な悦批化技術、悦虻化やカスタマイズをｉｉｉ紫化するソフトウェア、襖数のアナリストの洞

察力を洲Mするコラボレーション分析システムがある。オープンソースの拠弛化ツールpremseと、are
の開発者であり、これらのツールは視覚化研究コミュニティや多数の企業が現在使用している。また、

XeroxPARC、IBMRcsea配h、MicmsonResear低h，TableauSoftwareに勤務してきた。カリフォルニ

ア大学バークレー校でコンピュータサイエンスの学l:号、惟士号、博1:号をIIXI9‘』
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MatthewHoIm（２噸）：ボストンにあるHotKni他Design社のクリエイティプ部門の取締役顧問。同社

の企業職略を担当し、ＨＴＭＵＣＳＳによる開発やＣＭＳを導入したWebサイトの作成を専門とする。現在

は、Computor-HumanlnteractionForumofOrcgon（略してCHlFOO，オレゴンに支部を持つコン

ピュータと人ⅢIの相互作川をテーマにした米IIlilI･棟機学会の団体)のⅢﾘ縦圧を勝める。オンラインでの業

績の他にも、子供向けの本のプロの作家でもあり、イラストレータでもある。受賞作であるコミック

｢Babymouso」（R1mdomHouse刊)は発行部数100万部を超え、高い評価を得ており、現在も出版されて

いる。

』.Ｍ・Hughcs(3束):組み込みシステムおよびソフトウェアのエンジニア｡時にリアルタイム制御、デー
タ収巣、画像処珊を帆Ｍ１とする。2003～2007年まで火脇探代機フェニックス・マーズ・ランダーに搭戦

する地衣凹倣ソフトウェアの投訓.、実装、テストの担当責任櫛だった。現在は、ＮＡＳＡプロジェクト向け

に、望遠鏡の鏡1m部分の配置を点検するための多波民レーザ干渉計システムをfu子制御するソフトウェ

アに取り細んでいる。典と娘とともにアリゾナ州ツーソンに在住｡

ＡａｍｎＫｏｂｌｉｎ（１０歳）：サンフランシスコ出身のアーティスト。「Flightl,ntterns｣、「TheSheep

M風rket｣、「'1,enThousandCents」などのビジュアルデータのプロジェクトで知られる。「Houseof

Cards｣のプロモーションビデオの技術ディレクタを務め、現在はGoogleCrentivcLabでデザイン技術

の桁抑をとる,，

Val｡“ｎＫｌｕｍｐ（１０東）：GoogleCrentiv⑧LIlbのライター。サンフランシスコィ雌。

‐
Ｊ
ｌ
Ｊ
ｌ
ｌ
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JonathmP､Kastell“(19章）

Economic8＆Organization』、

掲載きれた。

ＣｏｃｏＫｒｕｍｍＣ（１３噸）：マサチューセッツ１科火‘γ:メデイアラボの大学院生。サンフランシスコにある

MetawebTechnologies社に勤務している。

JefFjonas(7噸）：IBMEntityAnalyticsGmupおよびIBMDistinguishedEngineerの主任研究員。

IBMEntityAmllyticsGmupは、SystemsRc8cmFch＆Development(SRD)が側発した技術を基盤とし

て1984年にJonasが設立､2005年１月IBMによって買収された。個人プログはhttp:"jefrionas,typepad．

Ｃ⑪ｍｏ

:プリンストン入学政治学牧授。研究成果はこれまでに『JournalofLaw，

｢theJoumnlofljmpiriCalLegalStudies｣、IPCr8peCtiveonPolitics｣に



筆者紹介１３８１

Andrewlang(１６噸）：オーラルロバーッ大学の敬学牧授。博士課税の教行プログラムは「曲がった時空
における糊の最子論」という分野である。この分野で橘肋する一・万で、バスケットボールのフリースロー

のモデル化から、推力下での'''1転する宇宙探代機の安定性まで、異なる分野にまたがるプロジェクトに

常に協力的に楽しんで取り組む。近年は、多次元データの視覚化や、サイエンスとサイエンスフィクショ

ンの関係、ｕ的論と形而上学的脚然主義の認識錆的迎いなどに関心を持つ燭

PicrreLindenbaum（16承）：2000年にウィルス学で博士サを取得。当時はウィルスと宿主の州Ｉ!:作川

について研究していた。その後、専門を生命愉慨工学に切り替え、１年後の2001年にはフランスの

FmemchNationalCenterofGenotypingで、InteI3rugen社の立ち上げに加わった。現征は、パリの遺伝

子研究センターFbmdationJexmDausset-CEPHに2k命怖報1:学の研究将として勤務している。

JayantMadhavan(9jft)：GooRleの主任ソフト'ツェアエンジニア。以IiiIはクロール技術をリードする同
社のＤｅｅｐWebのテクニカルリーダーを務めていた。その前は、DeCpWebl;ilけ検索エンジンの1M発公社

であるTransfbrmicの主任股川.将(Transfbrmicは2005年にGoogleによってⅢ収された)。2005年ワシ

ントン大学でコンピュータサイエンスの博士号を取得。

MiChalMigurSki(11京）：StnmenDesign社の共I‘il雑竹村で、蛎業の技術1mおよび研究面で指抑をとる。
1995年以降、さまざまなクライアントのWebサイト柵築を手がけており、称に、幡広い届の閲覧荷に人

規模かつ興味深いデータを伝え広める手段を呼門的に研究している。自身の研究内群やその他の話題に

ついて、他の研究打や業界IIU係滑にオープンに譜しており、さまざまなオープンソースの開発にも欄極的

に参加している。プログhttp:"mike､tGczno.c０ｍを史斬中、カリフォルニア大学バークレー校で腿倣科学

の学位を取得。

CamemnNeylon（１６噸）：常に複数の学問分野にまたがって研究を続けている生物物理学者。オープン

な研究の突餓およびデータ替珊向上の提唱者としてｲi柄である。現在は、典IEIの科学技術施設研究会縦

(STFC)のISISIII性子散乱施批で生体分子利･学の上任研究側として勤務している。また、Web技術と科

学の搬合や、汎用ツールと‘紫術的な研究環境で将別に投i１１．されたツールを応用した成功例（および失敗

例)について、定期的に鎧文を詩き、講演している。

P“erNorvig（１４歳）：Googlcの研究本部鋒。AAAIおよびＡＣＭのフエローで、人_L知能分野の教科桝

的存在である「ArtificiallntcⅡi宵cnce:AModemAppmnchj（邦題「エージェントアプローチ人工知能」

北虻出版)の共耕者。以IliIはＮＡＳＡのIiI･算科学部及を務め、カリフォルニア大学バークレー校の研究側

だった。

BrendamO‘Connor(１７京）：機械学習および自然郡６処理の研究行。DoloIncsLnbsの科学コンサルタ

ント。以IMIはPbwersctで検甜州の関連性を研究していた。スタンフォード大学のシンボリックシステム

導攻で学士号と修士号を収伸し、2009年秋にカーネギーメロン大学の大俄院生として学究生活に戻る。

個人のプログは｢ArtificiallnteⅡigenceandSocinlScience(http:"anyaⅡ.o噸/blog)｣。
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DaVidPo⑪lｅ（18瀬）：ＡＴ&'1,研究所の統計研究部ＩＩｌｊのメンバー。以IMIは、米腿l統叶協会の統iW､計騨部IⅡｌ

の監ﾘＩを務めていた。トラフイックエンジニアリングや不1Ｋ検出のための噸客発伯データの分析といった

大規模なデータマイニングの経験がある。

RaghuRamakrishnan（４歳）：Yahoo1のAudicnccnndCloudComputing部門の主任研究員で、研究

フヱロー。データマイニングやクエリの峨適化、Wcbスケールのデータ祷珊を'''心としたデータベース

システムの開発は、商用のデータベースシステムのクエリの股適化や、SQI』:1999のウインドウ機能の設

叶に影響を与えてきた。Bimchクラスタリングアルゴリズムに関する論文は、SIGMOD10-YearTest-

oFTime賞を受賞した。JohannesGehrkeとの共著「DntnbaseManagementSystems」（McGraw-Hill

刊)は、幅広く活川きれている牧科需的存在である｡ＡＣＭＳＩＧＭＯＤの識畏で、ＡＣＭおよびIEEEのフェ

ロー。

LisaSokol（7承）：IBMのG1obn1BusinessServicesグループのコンサルタント。EntityAnalyticsを呼

門に扱う。主なテーマは、捜在機関やインテリジェンスコミュニティ向けに、非常に大規模なデータコレ

クション内に埋もれている災川的な怖報を発見することである。これまでに、詐欺、テロ行為、スパイ防

止沿肋、犯邪活動に対する脅威のリスクを検出、ｌｆ価するシステムを数多く柳築してきた。また、データ

マイニング、テキストマイニング、機械翻択などの技術をいち早く適川して、共有インテリジェンスから

アクセス可能な情報を活用してきた。この分野での茜文も多数発表している。マサチューセッツ大学でオ

ペレーションズリサーチの博-ｋ号を取得。

UtkarshSrivastawl(‘1歳）：Ynhoo1Researchの主催科学研究側。主な研究テーマは、大規模データの櫛

珊|川迦を解決するためのシステム柵纂である。ＰNUTSをlＩl錐する前は、Haduop上の亜i-i的クエリ認＃

Pigの開発に意欲的に取り組んでいた。スタンフォード大学で博士号を取得。大学では、ストリーミング

データのクエリ処理やクエリの雌適化問題を研究した．

ＤｃｂｏｍｈＳｗａｙｎｅ（１８申）：ＡＴ＆Ｔ研究所の統i汁研究部1,1のメンバー。米同統i１１.協会のフエローで、協会
の統計グラフィックス部門の地トップ。広く利川されている商次元のデータ視党化ソフトウェアGGobi

の共IIjlIM発者である。

jUdValeski(8章)：データポータビリテイのソフトウェアの分野をリードするGnipの共同設立肴および
CTO･クライアントサイドのi1,噸者IijIけ製０筋から、火胤槙なバックエンドインフラのプロジェクトまで、

20年以上にわたってテクノロジー駆使した仕叩を楽しんできた。ＩＢＭ、Netscape，onebox,com，AOL、

ｍｅ・diumといった企業で、エンジニア、製品部門、Ｍ＆Ａチームの一員として働いてきた。また、世界中

で数千万ものユーザを擁するｳM広い製品のリリースで、中心的な役割を担ってきた。

HadleyWickham(18庫）：ライス大学の統計学助牧授。データの地附、拠党化、分析をよりiiiiIIiにする
ためのiiI･算血および遡識面におけるツールの開発に取り細んでいる。これまで15側のＲパッケージを開

発し、2006年にはggplotを使った作品とＲパッケージの１１F形成によ')、統計Ⅲ|･算の功紬をたたえるJohn

ChambersAwardを受賞した。
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AntonyWilliams（16京）：ChemZOo祉艮で、薬剤師IfIjけのオンライン撫料･アクセスサービスChem
SPiderの通性を務める。ChcmSpiderは、化学柵造を中心とした蕊剤師向けのデータベース柵築をⅡ的

として開発された。１０年Ｍ１、Advan“dChemistryDevelopment社のサイエンス部門雌高貰任行として、

業務用の科学的ソフトウェアビジネスに鵬わってきた。在職中は製品開発、マーケティング、販売の各

チームを監督していた。ＮＭＲ分光学の卑門家であり、ビアレビューされた100を超える鎧文を発表して

きた。EIl8tmanKodmlkCompmnyのＮＭＲ技術リーダーを聯めたこともあり、学術的な研究琉境と何の

研究機IMIの両方で勤務経験がある。近年は、一般大衆が化学側迎の州鞭およびソフトウェアサービスに

アクセスできるように、ChemSPiderサービスの運営に力を沈いでいる。

EgonWiIlighagen(16章)：スウェーデンのウプサラ大学の科学将。生命薬科学の分野におけるデータ
分析に取り組んでいる。研究内存は、分子やタンパク間の柵通に間する111．最化学に〃Iいる統iil･的手法お

よびソフトウェアの開発である。ChemistryDGvelopmentKitおよびＭ⑬twareのリリースマネージャで、

10年以上にわたってJmolやBioclipseなどオープンソースの化学怖慨学プロジェクトに柳わってきた。

JoWbod(6京)：シティ大学ロンドンのgiCcntre(http:"gicentrc､０噸)の地理備報学の助手｡1990年以降、

地形分析の研究に鵬わっており、地形データを視党的に探索できるＣＩＳ】』ImdSerfを側発した。地理学希

であり、プログラマでもあるwoodは、データ分析のⅢ題を地理W州lの視虻化手法で解決するソフトウェ

アを、約10年間にわたってJfwnで1M1発111である。また、『JIwnPro”mmingibrSpatinlScicn“s」

(CRCプレス刊）というテキストの粁者でもある。コンピュータで地形を分析していないときは、たいて

いサイクリングしている姿が、撃されている。

MattWOod（15章）：WellcomeTrustSlmgcrInstitut⑥研究所のソフトウェア制作部IiIlのリーダー。同

研究所が世界に誇る配列解析施批を棟鋤させるソフトウェアの尚柾者。

NathanYau（1京）：カリフォルニア大学ロサンゼルス校の統制･学博士候補雌。同大学バークレー校の電

子工学およびコンピュータサイエンスの学1:り･取押。研究テーマとして、データの視党化、ｆｌｕ監視、デ

ジタルセルフというコンピュータヒに柵築される疑似的な121己と現実11t界との結び付きに１K点を肘く。夏

の職業研修で体験した、ニューヨーク・タイムズ紙のグラフィックスの編集業務に大いに触発され、賎先

端の統Iil･学およびデータの視覚化に間するブログFlowingDam(http:"nowingdata･com/）を逆徹してい

る。何プログは、デザイナ、統計学稀、コンピュータサイエンテイストがデータを活用してよりよい決断

を下すためのサポートを'''心としている。
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堀内釈啄(ばりうちたかひこ）１～4竃､７窓､９愈、１４国、１６童、１８愈､２０亀を担当

メーカー系システム子会社を経て自社運鴬のウェプサービスに枢向して数年、ダイエットサイトや

ファッションサイトを手がけるも、その成果は体型にも服装にも反映されない。おいしい加俳を滝れる

のがすき。共訳書に『集合知イン・アクション〕（ソフトバンククリエイテイプ刊)。

●糧者紹介

ＴｂｂｙＳｅｇａｍｎ<トピー・セカラン）

「PmgmmmingCDuectivcIntelligence｣（邦題「巣合知プログラミング｣)、「PmgmmmingtheScman

ticWeb」（郎題『セマンティックWebプログラミング』）（いずれもオライリー．ジャパン刊)の著者。現

在はMCtaweb社に勤務。何社では、すべての公開データベース向けに共有キーのフリーデータベース

を作成すべく、大規模な叫停アルゴリズムを側発中である。Ｍ“J1wCbの前は、バイオテクノロジーの

ソフトウェア会社を血ち上げたが、2003年にシステム生物学企柴のGemstructに側収された。マサ

チューセッツエ科大学でコンピュータサイエンスの学士号を取得し、現在は妻Bmokeとともにサンフ

ランシスコに在住。記事やデータ実験について僻しく知りたい方はhttp:"blog､kiwitobes・comを参照。

jefrHammc『bacher(ジ墨フ・ハマーバッカー）

米国Ｃｌ⑥udem社の製品統括資従者および主任研究貝。Cloudemの前はAccelPm･tnersの駐在起業家

だった。AccelPartnersの1Wは、Facebookのデータチームを智案、発足、指押した。このチームは、

Facebookの統計および機械学判のアプリケーションの多くを担当し、大規模なデータセットの処理を

サポートするためのインフラを栂築した。同チームは学術詮文を何本も発表し、オープンソースのプロ

ジェクトを２つ発足した。１つはHndoop上で栂築されるオフライン分析のためのシステムＨiveで、も

う１つは1,21,ネットワーク上の栂造化ストレージシステムCHssandraである。Facebookに入る前は、

ウォール街のiil･量アナリストだった。ハーバード大学で数学の学士号を取得。

小俣に災(』』またひとみ）１７週を担当

大阪府出身､神奈川県在住。tIi気通信大学仙紙L学科卒業後、（株)ＮＥＣ情報システムズにてソフトウェ

ア開発に従耶。現在は同社セールスエンジニア。コーヒーとワインとＳＦとミステリとザ:生時代から始

めたバイオリンをこよなく鍵し、休日はアマチュアオーケストラの練習を掛け持ちして過ごす。

刈谷洞(かりぺ'じわん）１３国、１５鼠を担当

岐爪県生まれ、東京都ｲI;住。早稲出大学文学研究朴(哲学専攻)修「後、ソフトウェア開発に従耶。現

在は(株)ＮＥＣ惜報システムズに勤務し、プロセス技術を機軸にしたソフトウェアＴ学を専門領域とす

る。趣味は早寝早起きと散歩。秘生活では家族(糞と１歳の息子)と一緒に過す時間が無上の楽しみ。

真鍋加奈子(まなべかなこ）５～6章、１０～12ａ１９章を担当

神奈川県出身、在住。敵11学院大学班工学部化学科卒業。弛柵メーカーでのソフトウェア開発業獅を

経て、コンピュータ分野の翻択に従説。数年前に始めたバドミントンは｢スキルアップ＋楽しく｣がモッ

トー。共択書に｢集合知イン・アクション」（ソフトバンククリエイティプ刊)。

１
１



現准はセラピ

隙飾概(しのざきまこと）８章を担当

神奈川県出』'、在住。法政大学工学部経営工学科卒梁。ソフトウェア間発乗務を雑て、現;｜

スＩ､活動の傍ら、書家としてＮＨＫの時代劇に手元吹き響えで出波中。スポーツ観戦が趣味。
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