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データ処理環境アセスメント
ご提案

株式会社INTHEFOREST

Mail: sales@intheforest.co.jp / Tel:03-5848-2424
〒176-0023 東京都練⾺区中村北1-13-13 OHD練⾺ビル501
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データ処理環境アセスメント
ご提案
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データ処理環境アセスメント

} SQLクエリが遅い
} バッチ処理が時間内に終わらない
} パフォーマンスチューニングしても
性能が変わらない

性能悪化

} データベース・データ処理環境にお悩みはありませんか？

} データサイズが増⼤してきており
将来ペタバイトも視野に

} ユーザ数増⼤・新サービスの⽴上
げ予定がある

データ増⼤

} DXにより将来的に取り込むべきデータの
種類が爆発的に増加する⾒込み

} ユーザ部⾨からBI/機械学習⽤途のデータ
基盤整備の要望が出てきている

} RDBMSではなくNoSQLでの処理基盤が必
要なのか検討している

DX対応
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データ処理環境アセスメント

} アセスメント範囲・期間の策定
} NW・システム構成概要
} 現状の運⽤上の課題
} 遅延・不具合の発⽣状況
} 現状・将来データサイズ⾒込

等

} ハード・ソフト構成詳細確認
} トランザクション
} 稼働状況（ピーク、バッチ処理など）

} 運⽤情報（バックアップ、監視など）

} パフォーマンスログ・設定情報
等

事前ヒアリング アセスメント レポート報告

} 現状課題・不具合原因レポート
} 処理速度改善（案）レポート
} 将来システム基盤のロードマップ

等

} 経験豊富なデータエンジニアが貴社のデータ処理環境をアセスメント致します
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現⾏データベースの限界(RDBMSの限界)

DB

CPU↑
メモリ↑
ディスク↑

分散アーキテクチャを前提にしていない

スケールアウト

スケールアップ

CPU・メモリ・HDDのI/O限界

コントローラー

DB

ACID特性への対応
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現⾏データベースの限界(RDBMSの限界)

} 単⼀システムが前提であり、複数環境（マルチクラウドなど）との整合性を保った状態で
データ連携を⾏うことをそもそものアーキテクチャとして想定されていない

} データサイズ 10〜100Tbyte程度、秒間1000〜5,000トランザクションが処理限界

} 結果、ユーザ数⼗万⼈程度でアーキテクチャとして対応不可となる可能性
（⼤規模トランザクションに不向き）

} 今後、既存DBのリプレース・データ基盤の再整備が必須
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（参考）ビッグデータ処理基盤 導⼊コンサルティング

アセスメント
第１フェーズ

・システム全体⽅針検討
・全社システム環境アセスメント
・既存システムのデータ概要把握

概要検討
第２フェーズ

・全社既存システムの洗い出し
・既存データ・テーブルの洗い出し
・データカタログの作成・整備
・データレイク概要検討

詳細検討・構築
第３フェーズ

・データマッピング・データ同期設計
・データ構造変換・テーブル再定義
・データレイク設計・構築
・データレイク運⽤設計

データ活⽤⽀援
第４フェーズ

・⽬的・ツールに合わせて
データウェアハウス・データマートの定義・⽣成
・ツールへのデータ同期・ETL・API設計・設定
・アドホック分析環境の提供
・処理リソースなどのチューニング
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データレイク・
ビッグデータ処理基盤



Hardware（Server）
Debian (Linux)

Docker

HELIUM

BI toolなど

Apache Kafka

Kubernetes

Linux KVM

Hardware（Network）
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データ処理基盤（アプリケーション構成例）

※データ処理（Sparkによりデータ前処理など）をLevyx社製品によりさらなる⾼速化をはかります。
※上記はサンプル構成です。詳細構成などはプロジェクト開始後に詳細検討・設計とします。

Apache Hadoop(Yarn)
データ取得Batch

MySQL
Apache Spark Presto

Apache Tomcat
・BIなど
・Apache Tomcat 
・Presto
・Apache Spark
・MySQL
・HELIUM
（Heliumは、低遅延データ処理ソリューションのコアエンジンとして機能
する世界で最速のキーバリューストア技術の1つです）

・Apache Kafka
・データ取得Batch
・Apache Hadoop（Yarn）
・Kubernetes
・Docker
・Linux KVM
・Debian（Linux）

} エンタープライズソフトウェア構成、OSS構成それぞれに弊社は対応しております。
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システム構成の特徴・メリット

} Hadoop・Spark・Levyx社製品など並列分散処理によるデータ処理⾼速化
（同時並⾏でのクエリ処理・予測計算にも対応）

} ペタバイト以上の⼤容量データ・ユーザ数百万⼈以上の⾼負荷トランザクションにも対応

} データサイズ・処理規模に合わせて拡張が⾮常に容易、将来的なデータ・ユーザ増にも対応
（追加データ増にも対応、ノード数を増やすことで調整可能）

} クラウドに⽐較して圧倒的なコストパフォーマンス
（クラウド利⽤料は⾮常に⾼額）
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（参考）分散処理フレームワーク Apache Hadoop

} 複数のIAサーバを束ねて、
⼀つの⼤きな処理システムとして利⽤

（特に⼤量データの格納・処理に最適化）

} Map処理、Reduce処理のみを指定すれば
あとはフレームワークが並列分散処理を実現

} ノード数を増やせば、基本スケールする

} サーバが故障しても、ジョブは実⾏される

分散ファイルシステム：Hadoop Distributed File System、分散処理管理：MapReduce Framework
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（参考）分散処理エンジン Apache Spark

} Hadoopが普及にするにつれて、MapReduceフレー
ムワークの処理効率が課題となっていた

} データ管理には向かないが、⾼速なデータ処理に向く
(Hadoopの逆)

} 様々な分散処理のライブラリ群

MapReduceに限らず、DAG(有向⾮循環グラフ)型で柔軟・⾼速に実⾏できる並列分散処理エンジン
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INTHEFOREST社紹介
〜超⼤規模データ・並列分散処理に

強みのあるデータエンジニアリングカンパニー〜
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会社紹介

会社名 株式会社INTHEFOREST
(インザフォレスト)

設 ⽴ 平成23年1⽉

所在地 東京都練⾺区中村北1-13-13
OHD練⾺ビル 5F

T  E  L 03-5848-2424

U  R  L http://www.intheforest.co.jp/

代表取締役 冨⽥ 和孝

主要お取引先様
国⽴研究開発法⼈ 理化学研究所様、コネクト株式会社
様、株式会社Two Five様、伊藤忠テクノソリューション
ズ株式会社様、ヤフー株式会社様、株式会社ワークスア
プリケーションズ様、楽天株式会社様、カルチュア・コ
ンビニエンス・クラブ様、KSKアナリティクス様、ユニ
アデックス様

事業内容
-Webサービス・データベースなど
分散処理OSSを中⼼に超⼤規模データ処理基盤の
構築・運⽤・保守コンサルティング

-分散DB Apache Cassandra商⽤サポート
-機械学習・⾃然⾔語処理技術を⽤いた
データ分析コンサルティング
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データ
サイエンス

経営陣紹介（ITアーキテクト・エンジニアリング担当）

・株式会社INTHEFOREST代表取締役

・⽇本Cassandraコミュニティーメンバー

・DBエンジニア・システムアーキテクト

ぐるなび、シンプレックス（FX）、ISPなどでDB中⼼としたシステム構築・運⽤を担当。
ユーザ数千万⼈規模のデータ処理基盤作りに強み。並列分散処理・リソース管理OSSなども
ソースコードレベルで理解し、サポートや修正パッチ作成も可能。
分散DB Apache Cassandraでは業界の第⼀⼈者。

冨⽥和孝 Tomita Kazutaka

Tim Berglund
Global Director of Training

COMPLETED

HAS COMPLETED
Kazutaka Tomita

as a part of the:
+H[H:[H_�*LY[PÄJH[PVU�7YVNYHT�

Apache CassandraTM  
3URIHVVLRQDO�&HUWLıFDWLRQ

SEPTEMBER

8
2016

Tim Berglund
Global Director of Training



エンジニアチーム紹介

シャルバニ・コエンデ

ムンバイ⼤学卒、インド・⽇
本にて15年以上の⾦融などの
システム開発経験あり。
IFでは国為替取引システム設
計・開発・構築に従事

プロジェクトマネージャ・
サーバサイドエンジニア

元カルタゴ⼤学助教授(コン
ピューターサイエンス)
IFでは会計システム、外国
為替取引システム設計・開
発・構築に従事

サハ・ベナルファ

ミドルウェアエンジニ
ア・サーバサイドエンジ
ニア

有本 絵⿇

企業内研究機関にて研究員
向けデータ分析環境の開発
及び分析業務⽀援に従事。
IFでは⽇本語解析システム、
⾏動履歴取得システム、な
ど多数システムの構築に従
事

フロントサイドエンジニア

村岡 志保

分散DB Cassandraスペ
シャリスト、OSSを組み合
わせたデータ処理環境構築
に強み。
IFではレコメンデーション
基盤など、ビッグデータ保
有の企業向けコンサルティ
ングに多数従事

基盤エンジニア・デー
タベースエンジニア

ミハイ・シュテウ

インペリアルカレッジ・ロ
ンドン博⼠課程在籍※
研究領域：Machine 
Learning/Deep Learning 
on Time Series

アナリティクスアドバイ
ザー

16

※ The Times Higher Education World 
University Rankings 世界総合８位 2018年
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スキル・バックグラウンド

} 超⼤規模Web・基幹システムの構築経験
} 上場企業・⾦融監査に耐えうるシステム

内部統制対応

} Cassandraはじめとした分散処理・リソース管理OSSの
世界レベルのエンジニアリング能⼒

} ITアーキテクトとしてインフラ〜ミドルウェア〜フロント
エンドまで⼀気通貫した総合的知⾒
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データ
サイエンス

弊社訴求ポイント：超⼤規模システム構築実績

} 数千万⼈以上ユーザを抱える超⼤規模システムの構築経験・運⽤経験を豊富に有しています。
} 複数の並列分散処理・リソース管理OSSを組み合わせた超⼤規模システム構築が可能です。
} 各OSSをソースコードレベルで理解しており、OSSサポートも承っております。

Hardware
Debian (Linux) /CentOS(Linux)/FreeBSD
Xen/KVM/VMWare/VirtualBox

Docker

Presto/drill /impala
Spark/Hadoop MR

MongoDB/Redis/Cassandra
Oracle/MySQL/PostgreSQL

Apache Zeppelin / Jupyter Notebook
Apache Mesos / Apache Hadoop(Yarn)

Kubernetes/Docker Swarm

OpenStack / DC/OS
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弊社訴求ポイント：他社コスト⽐較

・他社：各分野のエンジニアを集めて⼤⼈数で設計・構築（⼤⼈数＋マネジメントオーバーヘッド発⽣）
・弊社IF：スペシャリストが少⼈数・短期間で設計・構築

Apache Spark 
Engineer

Apache Hadoop 
Engineer

Apache Cassandra 
Engineer

k8s Engineer SI Engineer

INTHEFOREST Engineer

他社: 

INTHEFOERST: 

} ⽇本最⾼ランクのデータエンジニアが短期間・少⼈数でシステム設計・構築を⾏う為、
トータルコストは抑えられ・システム品質は⾮常に⾼いものとなります。
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システム構築・機械学習事例（⼤⼿ポイントメーカ様）

} 競合⼤⼿SI：費⽤2億円以上、約1年以上の設計構築期間
} 弊社IF：総額4000万円、期間3ヶ⽉、⼈員3名（データ基盤2名+予測モデル1名）

⾮常に厳しい個⼈情報保護・セキュリティポリシーにも対応

予測対象者数
7200万⼈

予測対象商品数
10万アイテム

データサイズ
250TB

⽬的：商品レコメンデーション基盤構築

10台 10台

75台

サーバ100台規模の並列分散処理環境
（インフラAWS、全てOSSで構築）
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システム構築事例（公益財団法⼈⾼輝度光科学研究センター様）

} ⼤型放射光施設SPring-8において、加速器とビームライン制御システム
MADOCAⅡのログ保管DB Cassandraの設計⽀援・サポートを弊社が担当

24時間切れ⽬なく50,000クエリ/秒を要求する
⾼負荷処理

⽬的：放射光（センサーデータ）の保管

Ryotaro Tanaka ” Conceptual Design of the Control System for SPring-8-II” 10th International Workshop on 
Personal Computers and Particle Accelerator Controls 14th - 17th October, 2014,Karlsruhe, Germany

MADOCAⅡ Software Framework
（MADOKA : Message And Database Oriented Control Architecture）
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システム構築事例（CtoC国際送⾦システム）

} 各国間リアルタイムのデータ処理連携

} ユーザ数万〜数千万〜数億⼈規模に対応した分散処理システム
（シームレスなスケール）

} 為替価格ロジックを組み込んだシステム設計
（対抗可能な企業が⽇本で数社）

} 圧倒的なコストパフォーマンス
（構築コスト 50億円〜100億円が1/10以下へ）

} 処理規模に合わせてシステム運⽤コストが可変
（ノード数増減で調整）

} ⾦融庁監査に耐えうるシステム設計・監査ログ取得
（法令・監査対応）

⽬的：個⼈間の国際送⾦プラットフォーム
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データ処理基盤・データ分析など
お気軽にお問合せください

株式会社INTHEFOREST  
お問い合わせ担当⾼⽊

sales@intheforest.co.jp


