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ERATOセミナ 2010- No. 37

Webサービス事業者の最新動向と株式会社はてな

の研究開発事例

倉井龍太郎
株式会社はてな

2011/2/28

概要

インターネットの本格的な普及から十数年が経過し、成熟しつつあるように見え

る Webサービス業界ですが、現在も驚くべき速度で技術革新や新たなサービスが

生まれています。なかでも Twitterや Facebookといったリアルタイム性が高く、そ

してソーシャルな関係性をもったサービスは高い関心を集めています。一方で各

サービスが扱うデータベースはより大量かつ高速な処理が求められており、RDBMS

だけでは対処できず、NoSQLと呼ばれる SQLに代わる DB システムが台頭しは

じめています。また Webサービスを通じて集積された巨大なデータに対しては

MapReduce(Hadoop)を利用したデータマイニング・機械学習が、クライアントサイ

ドに対しては、スマートフォンに向けたアプリケーション開発が注目されるなど、幅

広く様々な技術がWeb業界と関わるようになっています。今回はこれらの現在注目

されている技術やサービスについて、株式会社はてなでの研究開発事例も交えなが

ら解説します。また、はてなでの研究開発事例については

• 現在Webで注目されているドキュメントの発見

• ドキュメントのクラスタリングとトピック抽出といった研究事例
• スマートフォンアプリ開発動向

について説明させていただきます。
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Webサービス事業者の最新動向と
株式会社はてなの研究開発事例

Agenda
自己紹介
はてなご紹介
Web業界動向
� 2009-2011
� FaceBook, Twitter, Cloud 

最新技術動向
� NoSQL
� MapReduce(Hadoop)

はてなでの開発動向

自己紹介

倉井龍太郎 (id:r_kurain, @kurain)
2009年 北大情報科学研究科修了
� アルゴリズム研究室

現在
� 株式会社はてな (京都市中京区)
� はてなブックマーク チーム

ソーシャルブックマーク

はてなブックマーク
面白いURLが全て集まっているサービス
web上のブックマークをユーザー同士共有
共有された情報から旬な話題を抽出

入社からの仕事

Myブックマーク検索

地域別エントリー
ドキュメントの内容を地域別に判定

2010年度 ERATO湊離散構造処理系プロジェクト講究録
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iPhone/iPad アプリ開発
はてなブックマーク  Monolith

高速化・データマイニング
高速化
� MySQL 最適化
� アルゴリズム見直し

データマイニング・機械学習
� ドキュメントのクラスタリング
� インターン講師
� 現在研究開発中

はてなとは・・・

2001年創業のインターネットサービス提供企業
� www.hatena.ne.jp

主要サービス
� はてなダイアリー（ブログ）

90万ユーザー、1900万UU（ユニークユーザー）
� 京都（本社）、東京、シリコンバレーに拠点

� はてなブックマーク
� うごメモはてな

任天堂DSi 
� はてなハイク、はてなモノリス、はてなココ

オフィス

Ajenda

自己紹介
はてなご紹介
Web業界動向
� 2009-2011
� FaceBook, Twitter, Cloud 

最新技術動向
� NoSQL
� MapReduce(Hadoop)

はてなでの開発動向

最近のWeb業界動向
Social Game
� GREE, DeNA (モバゲー / mobage)
� Mixi, Facebook

Micro Blog
� Twitter, FaceBook

位置情報サービス
� はてなココ, コロプラ, Mixi, Facebook, ロケタッチ

グルーポン
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プラットフォーム動向
Smart Phone
� iPhone (100万から200万?)
� Android
� Windows Phone

HTML5
� Javascript
� CSS3

Cloud

Social Game とは
SNSサイト上で動くゲーム
� 基本無料 + アイテム課金 (or 広告)
� 友人と遊べる, 友人ができる

ブラウザゲーム
� Mixi, Facebook
� Zynga 700 億円 / year 
� サンシャイン牧場

携帯ゲーム
� DeNA, GREE
� 携帯課金

Web業界とゲーム業界
各社ゲーム会社が参入
� カプコン
� スクエアエニックス 

Web系企業も参入
� ドリコム
� サイバーエージェント

Topic
� ウノウラボ(フォト蔵)買収
� DeNA に公取委

Micro Blog
Twitter, Facebook, はてなハイク
� 140字 (Twitter)
� リアルタイム
� ソーシャルグラフ

Google, MS Bing も興味
� Web Graph から Social Graph へ
� 今流行っている事、いま有用とされていること

Twitter API
強力なAPI
� 各ユーザーの発言(タイムライン)
� ある単語を含む発言すべて

OAuth
� 第三者が情報を取得
� ユーザーの認証が必要

Twitter派生サービス
Buzztter
� まさに今なにがおきているのか
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Twitter派生サービス
Togetter
� キュレーションサービス

Twitter派生サービス
paper.li

Twitterから
口コミ情報の解析
� ソーシャル株ロボ ( IVS 2010 Launch pad 優勝 )

文書要約
文書クラスタリング

Wikipedia に次ぐ研究対象に

位置情報サービス
位置情報を使って遊ぶ
� 携帯GPS, Javascript, スマートフォン

行った場所を共有
� 共有相手は twitter, facebook, mixi + 独自に
� いろんな場所に

行く、何度も行く、と特典
� foursquare, はてなココ, ロケタッチ
� コロプラ
� 各社SNS

位置情報サービスから
ユーザーの行動履歴
� セグメントされた広告
� Foursquare $2000万 調達(2010/06)

位置情報を扱うデータ形式
� 緯度経度
� GeoHash
� GeoHex

グルーポン
クーポンを共同購入
� 50% 以上の割引率
� 一定数以上にならないと発行されない
� ソーシャルグラフでの広告効果

グルーポンとポンパレ
色々問題も
� 二重価格
� クーポンの過剰発行
� 店舗収入が 4/1 に　(ただし現金不要の広告)
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プラットフォーム動向

スマートフォン
かつての定義
� Nokia が出していた e-mail も読める端末
� BlackBerry

今の定義
� iPhone, Android
� BlackBerry, Windows Phone
� 強力な Web Browser
� アプリ

対義語(?)
� フィーチャーフォン, ガラケー

なぜスマートフォン
ガラケーからスマートフォンへ
� 1日30万台 (Android, 全世界, 昨年末)
� 今年中に20機種 (Android, docomo)

強力な Web Browser
� Javascript,  CSS
� 今までの蓄積がそのまま
� 携帯よりリッチに

アプリマーケット
� 簡単課金

スマートフォンアプリ
iPhone, Android (or Blackberry)

Objective-C
Java(DalvikVM , NDK)
Webブラウザより高速に動作
� ゲーム
� Twitter
� Facebook 

アプリストア
iPhone App Store
Android Market

ユーザーから直接収入
� 手数料(30% apple, google)

ランキング
起業独立
企業は苦戦

HTML5
Working Draft
� 各社実装中

Canvas
� グラフィックが自由自在

CSS3
� アニメーション, トランスフォーム

特殊なタグ
� time, video, etc..

Javascript
� WebSocket, WebStrage, WebWorker

 243



Demo
HTML5rocks

Javascript 熱い
強力になる Web Browser
� Web Socket, Web Storage, Web Database
� Canvas

Google Clousure
� 最適化, ライブラリ, テンプレート

サーバーサイド Javascript
� node.js

スマートフォンアプリ開発
� Titanium
� HTML+Javascript

Cloud
ソフトウェア (SaaS)
� Dropbox, Evernote データを預かる
� セールスフォース 企業向けサービスを預かる

インフラ (IaaS)
� Amazon EC2, Nifty cloud

仮想マシンを1台単位で増減
アクセス増, 並列度増

� Google App Engine
インスタンスが勝手に増減

Agenda
自己紹介
はてなご紹介
Web業界動向
� 2009-2011
� FaceBook, Twitter, Cloud 

最新技術動向
� NoSQL
� MapReduce(Hadoop)

はてなでの開発動向

より速く、より大量に
Social Game
� 2000万人(mixi 2010/4), 6億人(facebook 
2011/1)

� 応答時間に制限 (5から10秒)

Web サイトも高速に
� 1秒以内に表示完了したい
� 2100万UU (はてな 媒体資料より)
� Google の検索結果にも反映

高速に大量に応答するために
適切なアーキテクチャ
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Memcached
Key-Value ストレージ
オンメモリで動作
複数台用意してスケール
� Consistent Hashing 

キャッシュとして各社で利用
揮発性

Value Key
1 jkondo
2 cinamo
3 stanak
4 kurain

Key-Value Store
Tokyo Tyrant
� Hyper Estraier の平林さん

Cassandra
� Facebook

CouchDB
MongoDB
� スキーマレスDB

Redis

Value Key
1 {id:jkondo, 
2 {id:cinamon}
3 {id:stanaka, 
4 {id:kurain,...}

さらに高速に応答するために
NoSQL
� Not only SQL
� (My)SQL 以外のストレージも

MySQL
� Web業界で最もポピュラーなRDBMS
� Amazon EC2, Google App Engine
� レプリケーションが簡単
� 永続化される, 一貫性が保たれる

MySQL
遅い(memcached と比べて)
� Query Optimize
� Lock (Storageによる)

MySQLの簡略化
� HandlerSocket plugin

DeNA
� MySQL を KVS のように利用
� 10倍早い

大量のデータ
大量・高速なのは応答処理だけではない
ログの量も大量に
解析したい内容も大量に

はてなブックマークの例
� 5 GB / hour

MapReduce
Google が開発した並列計算方法

大規模(GB-TB)なデータを高速に扱う技術
計算用 node (PC) を大規模に用意して利用

複数技術の集合
� 分散ストレージ
� タスク分散、スケジューリング
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Hadoop
MapReduce の1実装
Apache Project
� top level project の一つ

Yahoo, Facebook
Java
HDFS

機械学習も盛ん

Hadoopの利用法
自前でクラスタを用意
Cloud に実装
� EC2 に自分で構築

Elastic Mapreduce
� on Amazon EC2
� ￥1000 / 100 machine * 1hour

Hive
� SQLのような文法でデータを処理

Pig
� 対話的にMapRedueを実行

はてなでの研究開発
高速化をもとめて
Casandra など NoSQL 
Plack などより高速、安定なアーキテクチャ構築
Amazon EC2 の利用

各種勉強会
� Introduction to Information Retrieval (終了)
� Sanford CS246: Mining Massive Data Sets
� About Face (UI)

研究開発事例
ドキュメントクラスタリング
最近の仕事

クラスタリング例
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アルゴリズム
ブックマークされたドキュメントを収集
ドキュメント中のキーワードを抽出
� キーワードは”はてなキーワード”

キーワードの tf-idf 値を求める
tf-idf 値を特徴ベクトルとして
Repeated Bisection でクラスタリング
クラスタリング結果をフィルタリング

さらに、クラスタをmerge

クラスタリングシステム

ユー
ブックマーク

記事集
キーワード

ユーザー

注目記事

注目記事集合 トピック別
特徴ベクトル
  はてなキーワード
アルゴリズム
　Repeated Bisection

クラスタリング

特徴ベクトルに利用
最新のキーワードに

時系列順に似ている
クラスタをmerge

トピック別
記事一覧

まとめ
最近のWeb業界まわり
� Facebook, Twitter, Social Game

高速化、大規模計算の要求
NoSQL
MapReduce

はてなでの開発状況
� クラスタリング

We’re Hiring
エンジニアを大募集中です

新卒も、中途も募集中です
勤務地は京都です

明日の産業技術フォーラムも
　　　　　　　　　　よろしくお願いします。

Thank you!
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