
データ分析市場で
新たなニッチを獲
得した Quantium 
Apache Hadoop 向け MapR ディストリ
ビューションと Cisco UCS によるクエリ時間
の 92 % 削減と精度の向上 

「
」 

https://marketplace.cisco.com/catalog/products/3344 [英語]
   - Quantium テクノロジー運用部門長 Alex Shaw 氏

オーストラリアの消費者は世界で最もテクノロジーに精通し、多種多様なアプリ
ケーションとデバイスを使ってあらゆる場所からさまざまな商品を購入します。これ
らの消費者は迅速な対応を求めているため、対応力の高い企業に販売機会が生
まれています。特に、消費者はパーソナライズされたエクスペリエンス、つまり各
個人に合わせたメッセージ、推奨事項、およびプロモーションの提供を高く評価し
ます。

課題 

• 外部データ資産を取得し、統合することで、革新的な
サービスを開発する。

• より厳密な分析を実施し、市場のダイナミクスに対す
る理解を深める。

• ユーザ ベースを拡大し、パフォーマンスを改善する。

•  分析プラットフォームのハードウェアおよびソフトウェ
ア機能を改善する。

これらの認識は、シドニーに拠点を置くデータ分析会社 Quantium にとって好
ましいものです。Quantium は、消費者のトランザクション データに保険数理
の厳格な手法を適用して、消費者のニーズ、行動、買い物の習慣、メディア消費
に対する洞察を深めています。小売、金融サービス、およびメディアを中心に
扱うこの企業は、Woolworths、National Australia Bank、Westfield、Coca Cola 
Amati、Qantas などの一流企業とビジネスを行っています。

ケース スタディ | Quantium 
規模：従業員数 450 名       業種：データ分析およびデータ管理 所在地：オーストラリア  

ニューサウスウェールズ シドニー 
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Quantium は、Cisco-MapR プラットフォームを利用すること
で、長期にわたり競合相手の一歩先を行く地位を確立してい
ます



Quantium は当初、クライアントから提供されたデータを使って分析作業
を行っていました。このビジネス モデルは大きな成功を収めましたが、
Quantium の経営陣は自社のデータ資産を獲得することで大きく前進するた

めの好機を見い出しました。これにより、幅広い革新的な付加価値サービスが実現
されます。たとえば、Quantium はクライアントの内部データを買い物行動に関する
外部情報に関連付けて、消費者のニーズと行動に関するより幅広い見解を提供で
きます1。このような優れた洞察により、Quantium のクライアントは高度にパーソナ
ライズされた推奨事項とプロモーションを提供でき、その結果収益を増やし、顧客
維持率を上げ、競争優位性を獲得できます。
しかし、概念を開発に移すには 1 つの大きな障害を克服する必要がありました。 
それはレガシーな分析プラットフォームです。分析するデータの範囲が拡大して複
雑になったため、Quantium の Microsoft SQL Server プラットフォームと旧式の

サーバ ハードウェアがその負荷に対応できませんでした。1 この機会を活用するた
めに、Quantium には拡張性と信頼性に優れた高性能サーバおよびエンタープラ
イズクラスのソフトウェア フレームワークを備えた分析プラットフォームへの移行
を計画しました。

シスコ インフラストラクチャでホストされる 
Hadoop 向け MapR ディストリビューション
は Quantiumの厳密な要件に対応する 

ソリューション 

• Hadoop 向け MapR ディストリビューションは、ク
ラウドベースのデータ管理サービスを行う堅牢で
セキュアなエンタープライズクラスのフレームワー
クを提供する。

• Cisco® UCS™ は、高密度でスケーラブルなフォー
ム ファクタで複雑なアルゴリズムを処理するコン
ピューティング能力を提供する。

• Cisco N9K は、現在および将来の要件に対応するス
ケーラブルな帯域幅を備えたシンプルなネットワー
クを提供する。

これらの課題に対処するため、Quantium はビジネス分野のデータ サイエンティ
ストのチームを結成しました。このチームは一連の要件を作成し、市場のソフト
ウェアおよびハードウェア ソリューションを評価しました。Quantium のテクノロ
ジー運用部門長である Alex Shaw 氏は次のように述べています。「新しいプラッ
トフォームの決定は、今後数年間 Quantium のビジネスに影響を与えるため、 
選択プロセスに多くの時間と資金を投資しました」。

1.  Quantium の分析サービスで使用されるすべてのデータは非特定化されます。つまり個人ユーザ
のプライバシーを保護するために、名前、住所、電話番号などの個人情報は削除されます。
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Quantium は、データのボリュームだけでなく、分析要件の多さからビッグデータ 
ソリューションが必要であることを認識していました。たとえば、オーストラリアの 
4 大銀行の 1 つは 200 万人の顧客を抱え、1 週間に 1,400 万のトランザクション
（1 年で 50 億のトランザクション）が実行されています。チームはビッグ データ 
ソフトウェア ソリューションとして Hadoop を選びましたが、一流の Hadoop  
ベンダーの中から最適なディストリビューションを選ぶ必要もありました（図 1 を
参照）。このプロセスの第一段階である、機能と利点の徹底分析により、この分野は 
MapR と他の競合他社 1 社に絞り込まれました。

最終的な判断を下すため、Quantium は 3 ヵ月にわたって広範な概念実証
（POC）を実施しました。評価チームは、実際のデータと現実的なクエリを使っ
て主なユースケースを構築し、テストしました。Shaw 氏によると、シスコのプリ
ファード ソリューション パートナーである MapR を選択すべきであることは明ら
かでした。「POC は MapR が競合より優れていることを実証しました。MapR ファ
イル システムでは、データ ボリューム内での情報の保存方法を最大限制御す
ることができ、セキュリティ機能も万全です」。MapR には、競合他社のディストリ
ビューションよりも優れているディザスタ リカバリおよびデータ レプリケー 
ション機能が組み込まれています。これらは、近い将来役に立つ機能です。

図 1 大手 Hadoop ディストリビューション サプライ
ヤの中で最高ランキングを獲得した MapR* 

*『Forrester Wave: Big Data Hadoop Solutions, Q1 2014（Forrester Wave：ビッ
グ データ Hadoop ソリューション、Q1 2014）』（Forrester Research、2014 年 2 月 
27 日） 

ソフトウェアの次はハードウェアの選定です。Dell は Quantium の信頼できる
ベンダーだったため、挑戦者のシスコや市販の x86 サーバの OEM ベンダーと
ともに Dell も選考対象と見なされていました。ベンダー 3 社のパフォーマンス
の結果にそれほど差はありませんでしたが、他に比べて消費電力が低く、集中管
理機能に優れているという点で Cisco Unified Computing System™（UCS）が
選ばれました。

© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.  3 

強い

現在の製品

市場プレゼンス

弱い

弱い 強い戦略

リス 
キー 挑戦者 パフォーマー リーダー



既存のテクノロジー          MapR 

ク
エ
リ
時
間

 

目標を上回る新しいプラットフォームのパフォーマンス 
要件フェーズで、Quantium はパフォーマンスを 10 倍にするという目標を設定しまし
た。結果は、この目標を上回るものになりました。テストの前と後で、MapR-Cisco プ 
ラットフォームがクエリ処理時間を 92 % 短縮していることが証明されています。つま
り、パフォーマンスが 12.5 倍向上したことを表しています（図 2 を参照）2。

図 2 前後のバスケット カウント：クエリ処理時間が 92 % 短縮 

ブランド別の一定期間におけるバスケット カウント 
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競合他社をしのぐ独自のビジネス モデル 
Quantium にとって、消費者の活動や行動に関して幅広いフィードバックと分析を
継続的に求めている顧客（オーストラリアの大手小売業者である Woolworths な
ど）に結果をすばやく提供するうえでパフォーマンスは非常に重要です。「外部の
データ セットにアクセスして当社のクライアントのデータと結合することで、当社
はこの分野の他のどの企業とも一線を画しています。たとえば、小売チェーンは自
社のショップの顧客行動は十分に把握しているのですが、競合他社のショップを
顧客が訪れる頻度についてはほとんど把握していません。当社がこのような情報
を提供できるのは、店内情報やオンライン購入情報を含むデータ セットと、広告
をより効果的にするメディア消費の行動を結び付けて、データ資産の価値を最大
限活用する能力があるからです」（Shaw 氏）。

イノベーションの促進、市場投入までの時間の短縮 
データ セットが時間とともに拡大し、分析が複雑になっていったため、
Quantium は複雑で時間のかかるサンプリング方式に依存していました。サンプ
リング手法の設計と実装には時間と専門スキルが必要です。今は、新しい Cisco-
MapR ソリューションにより、データ サイエンティストはマルチテラバイトのデー
タ セットに対して実行される複雑なクエリを設計し、数時間または数日ではなく
ほんの数分でより正確な結果を得ることができます。また、強力なプラットフォー
ムによってイノベーションが促進されます。サイエンティストは代替シナリオをす
ばやく正確にテストできるので、開発時間を短縮し、市場投入までの時間を早め 
ることができます。「多くの優れた能力の人がテクノロジーとアイディアの実装

2. 実際の計算値：92.6 %（7 カ月）、92.0 % （12 ヵ月） 
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能力で挫折を味わってきました。現在は分析の実行方法が改善されたので、ク
ライアント向けに新しい革新的なソリューションを作成できるようになりました」
（Shaw 氏）。

ビジネスの成長に合わせた拡張 
クライアント ベースの急速な拡大に伴い、Quantium はコンピューティング容量
を増やす必要があります。新しいプラットフォームはクラスタ アーキテクチャを備
えており、高い信頼性と少ない総所有コストで簡単に拡張できます。クラスタ ア
プローチにより、Quantium はコスト効率の高い方法でパフォーマンスを調整し、
サーバをより強力なモデルに置き換えるのではなく、サービス レベル契約を満た
すために必要な数のサーバをクラスタに追加できます（図 3 を参照）。レガシー 
システムとは異なり、クラスタに新しいサーバを追加することですべてのユーザに
メリットがあります。シスコの効率的で直観的なクラスタ管理ツールにより、マルチ
テナンシー システムの管理に必要な時間が、競合他社製品に比べ、最大 30 % 短
縮されます。

図 3. Cisco UCS プラットフォームのサーバ数に応じたクエリ時間 
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マルチテナント モデルでのクライアント情報の保護 
Quantium のクライアントはサブスクリプションを購入すると、社内でホストされ
ている Quantium 製品に直接ログインして情報にアクセスできます。Quantium は
マルチテナンシー モデル（複数の顧客のデータが同じクラスタに存在する）を通
してこの機能をサポートします。マルチテナンシーでは、コストが抑えられ、ハード
ウェアの使用率が上昇しますが、クラスタ上の他のユーザによる不正アクセスのリ
スクも生じます。Quantium は Hadoop 向け MapR ディストリビューションの独自
のセキュリティ機能を利用して、クライアント データの安全性を確保しています。
「MapR にはボリューム機能を使ったデータ パーティション分割が組み込まれてい
るので、個々のデータセットを論理的に分離し、同時にデータ ストレージを最適化
してパフォーマンスを向上させることができます」（Shaw 氏）。
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導入の効果 

• 広範囲なデータ セットによる競合との差別化 

• 新しいプラットフォームの利用でクエリ時間を 92 % 短縮 

• データ サイエンティストは改善されたパフォーマンスを 
活用して革新的な新しいサービスの開発時間を短縮 

• スケーラブルなクラスタ アーキテクチャにより、サブスクラ 
イバ ベースの拡張に容易に対応 

• Cisco UCS ツールにより、クラスタ管理の時間が最大 
30 % 短縮 

• MapR のパーティション分割機能でセキュアなマルチテナン
シーを実現 

新市場への Quantium アプローチの拡大 
今後、Quantium は Cisco-MapR プラットフォームの機能を最大限活用し、市場での競
争力を維持していきます。開発サイクルは引き続き減少するため、新しい製品を市場に
投入する際のコストと時間が削減されます。最も重要なのは、Quantium が複雑な分析
方法とビッグデータ分析に関する専門知識に基づいて明確なビジネス価値を提供で
きる、新たな市場セグメントに参入する体制を整えていることです。

これらおよびその他の計画はすべて、新しいプラットフォームのパフォーマンス、柔軟
性、および信頼性により実現されます。「当社が解決できる問題の範囲を拡大し、特定の
要望やニーズを持っている個人としてそれぞれのお客様と接することでお客様のビジ
ネスの成長を可能にします。Quantium は、Cisco-MapR プラットフォームを利用するこ
とで、長期にわたり競合相手の一歩先を行く地位を確立しています」（Shaw 氏）。

詳細情報 
シスコ ユニファイド コンピューティングの詳細については、www.cisco.com/go/ucs [英語] 
をご覧ください。

MapR の Hadoop ディストリビューションの詳細については、www.mapr.com [英語] をご覧
ください。

製品およびサービス 
•   Cisco UCS 
•    Apache Hadoop 向け MapR ディスト 
リビューション 

•    Contexti、ビッグデータ Platforms-
as-a-Service プロバイダー 
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