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まえがき

「ビッグデータ」がはやり言葉になっ
て，すでに2～3年経ちました．もう
「ビッグデータ」はバズワード化した
のでしょうか？ 筆者は，これまで着
実に行われてきたデータ分析がビッグ
データというキーワードで脚光を浴び
ている場合も多いこと，また実際に役
立っている事例も多いことなどから，
「人工知能」とか「エキスパートシステ
ム」のように一過性で終わるのではな
く，ビッグデータのブームはまだしば
らく続くと思います．そこで，今回は
ビッグデータについてとりあげます．
ビッグデータとは，文字通り，処理

するには大きすぎるデータを指してい
ますが，どの程度の大きさが大きすぎ
るのかは相対的なものであり，特に規
定はありません．データの種類につい
てもどれが該当するのか定義はありま
せん．どれがビッグデータなのかは扱
う組織や人により決まります．
例えば，衛星によるセンシングデー
タやゲノム解析の結果，あるいは小売
業におけるPOSデータなどは，ビッ
グデータの代表例と多くの人が考える
でしょう．通信会社や公共交通機関な
どのインフラから生じる大量のログも
典型的なビッグデータであり，例えば，
通信会社はログを処理するために，ペ
タバイトクラスのデータベースを構築

していたりします．一方，個人にとっ
ては，数テラバイトのデータを処理す
るのも結構大変で，充分ビッグデータ
と思うかもしれません．
またデータの大きさだけがビッグ
データの特徴ではありません．ガート
ナーは，ビッグデータを表す特徴とし
て3つのV（High Volume：巨大な
データ量，High Velocity：高いデー
タ入出力速度，High Variety：高い
データの多様性）を定義し，そのいず
れかに該当する場合をビッグデータと
しています1）．さらに近年，IBMが4
番目のVとして，V（Veracity：正確
さ）を追加しました2）．

ビッグデータの分析

従来のデータマイニングでは，発生
頻度が高く，かつ特徴的な事実を抽出
することが重要でした．これに対し
ビッグデータでは，大量のデータが存
在することを活用して，従来は無視さ
れていた発生頻度は低い，いわゆるロ

ングテール部分にあるが特徴的な事実
を洗い出してビジネスに結び付けるた
めにも使われます．Amazonは商品販
売実績やユーザの商品検索履歴などを
活用して，ロングテールを考慮した品
ぞろえと個人毎にカスタマイズした商
品推薦を行い，ビジネスを成功させま
した．KDDIでも，大量の通信ログを

解析して，非常にまれにしか起こらな
い障害の原因を探ったりしています．
ビッグデータのもう一つの活用が，
統計化して全体傾向をつかむことで
す．例えば，東日本大震災の際には，
自動車会社はカーナビシステムから集
まった情報を利用して，東北地域の走
行可能な道路を可視化し
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災害復旧に役立てました．携帯
電話端末の携帯ネットワークへの位置
登録情報や通信時のログは，利用者の
位置を推定するために役立つ情報が含
まれていますので，人口動態，観光の
周回パターンなど，いろいろな分析が
行えます3）4）．皆さん，たまに駅や道
路で人数を計数している作業員の方を
目撃されたことがあるかと思います．

通信ログを使えば精度は少し落ちます
が，このような交通センサス的な調査
を代替する可能性を秘めています．ま
た人の動きは，携帯電話のアプリを
使って端末の位置を収集することでも
集められますし，駅の自動改札機の情
報や監視カメラの映像などからも推定
することができます．人以外でも，例
えばKDDIでは，基地局の一部に気温

や日照などがわかる気象センサを設置
しており，気象庁のアメダスよりも細
かいエリア毎に降雨の有無がわかりま
す．少し昔には，名古屋市でタクシー
のワイパーにセンサを付けて，その作
動状況で降雨を推定する実験が行われ
ていました．

ビッグデータを支える処理基盤

ビッグデータを支える処理基盤とし
てはHadoopが有名です．Hadoopは，
Googleの分散KVS（Key-Value Store）
であるBigtableとそのプログラミング
モデルであるMapReduceの仕様をも
とに，オープンソースとしてApache
が実装したもので，大規模なデータを
安価かつ安全に格納し，加工するため
に適しています．名前は開発者の一人
の息子が持っていた黄色い象のおも
ちゃの名前からとっており，象がシン
ボルとして使われています．分散シス
テムではいかに並列性を稼ぐかが性能
に大事ですが，図1に示すように，
Hadoopがデータの分散や処理の並列
化を自動的に行い，利用者は分散を意
識することなく，MapとReduceとい
う2種類の処理を記述するだけで，大
規模並列処理の性能を享受できます．
安価なサーバを多数並べて並列性が得
られる上，ソフトはオープンソースで
利用できることもあり，研究分野のみ
ならず民間企業でも多数利用されるよ
うになりました．MapReduce は
J a v a 言語で記述することから，
MapReduceになれていないデータ分
析者向けに，Hiveや Imparaなどの
SQL実行系も開発されています．ま
た企業向けには，複数の会社がカスタ
マイズしたサポート付きHadoopを有
償で提供しています．またHadoop向
けの専用サーバも販売されており，企
業が使いやすい環境が整えられつつあ
ります．
一方で，Hadoopは大規模なデータ
を効率的に分散処理するために設計さ

れていることから，小規模データの処
理を行わせても性能は上がりません．
処理を起動するだけで数秒間から下手
をすると1分近くかかりますし，ディ
スクを読み書きするブロックサイズが
標準で64 MBと非常に大きく，最低
でもこの大きさで並列化を行いますの
で，小さなデータでは並列度もあがり
ません．
ビッグデータを支える基盤は
Hadoopだけとは限りません．図2に
示すように，DWH（Data Warehouse）
向けの分散型RDBMS（Relat ional
Database Management System）の
み，あるいは両者の組合せもよく用い
られます．DWH向けの分散RDBMS
は，データ格納と検索に特化した設計
がなされており，更新はほとんど考慮

されていませんが，検索は同じHW規
模のHadoopより一般的に高速です．
一方，格納するデータ量あたりの単価
は，Hadoopより高価な場合が多く，
結果的に生に近いデータをHadoopに
格納し，DWHには生データを加工し
た結果を入れる場合が多くなります．
この時，Hadoopは生データの格納，
検索や集計だけではなく，DWHに格
納するデータの前処理（ETL: Extract,
Transform, Load）のT（データ加工）
としても利用されます．DWH向けの
分散型RDBMSはMPP（Massively
Parallel Processing）型のものが多く，
単純にソフトだけで実現するものか
ら，専用の処理ボードを備えるもの，
並列サーバ間のネットワークを高速に
したもの，Flashメモリーを
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図1 Hadoopによる分散処理
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活用するものなど，いろいろなアプローチ
の製品が競っており，利用する側で自分の用途
に合わせて選定する必要があります．また，
FacebookやGoogleなどの大規模なサービス事
業者は，独自の基盤を構築している場合が多く，
例えばFacebookの基盤は，分散処理基盤のソ
フトウェアからデータ格納用のサーバまで独自
開発が行われています．ちなみに，Facebook
のビッグデータ基盤はこの1～2年でエクサバ
イトの規模になると報告されています．

パーソナルデータの取り扱い

前述の通り，いわゆるビッグデータ
には，通信のログや位置取得履歴，買
い物履歴や自動改札の利用履歴など人
の活動により生じるものが多くありま
す．これらのビッグデータには，個人
の情報（パーソナルデータ）が含まれ
ることから，プライバシー保護の観点
から，その利用には一定の制約が課さ
れています．パーソナルデータを収集
し活用する場合には，どのような情報
をどのような目的で取得し，第3者へ
の提供などその取り扱いについて，プ
ライバシーポリシー等の形態で事前に
利用者に示す必要があります．また利
用者に利用を拒否する仕組み（opt-

outと呼びます）を提供する必要があ
ります．これらがきちんとできていな
いと，社会的問題になる可能性があり
ます．最近では，JR東日本のSUICA
データを日立に提供しようとして問題
となった事例が記憶に新しいところで
す．このときは，第3者への提供を利
用者に事前に示しておらず，また匿名
化処理が甘かったことが問題となり，
結局提供中止に追い込まれました．
通信会社の場合，日本国憲法が通信
の秘密を保障しており，通信の内容の
みならず誰が誰といつ通信したとか，
通信した位置など，いわゆる通信の外
延情報も通信の秘密の一部とみなされ
ていることから，通信ログの利用にさ
らに厳しい制約が課されています．通

信会社は，通信ログを課金やネット
ワークの品質改善など，通信会社に必
須の目的には利用できますが，マーケ
ティングなどその他の目的には利用で
きません．利用するためには，利用者
の明示的な同意（opt-inと呼びます）
が必要となります．諸外国では，匿名
化すればopt-inなしに利用したり，大
学などの第3者に提供できたりする場
合が多いことから，通信ログの活用に
関する研究が進んでおり，専門の国際
会議5）も立ち上がっています．日本で
は研究目的でも，あらためてそれ専用
のopt-inを取得する必要があることか
ら，日本からの参加は少なく，研究の
立ち遅れが懸念されます．
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図2 ビッグデータ処理基盤の典型的な構成

むすび

本稿では，ビッグデータ解析で得
られるものや解析を行うための基
盤，それにパーソナル情報を含む場
合の取り扱いを述べました．ICT技
術の発達に伴い，ますます人やセン
サから得られるビッグデータが活用
される機会が増えていくと思いま
す．本稿がその活用の一助になれば
幸いです． （2014年1月31日受付）
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