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世界を変えたければ、まずはだれもが理解
できるミッションから取りかかる必要があ
ります。同様に、分析の手段を変えたけれ

ば、だれもがすぐに理解できる単純明快なパラダ
イムが必要です。新しいプログラミング言語を発
明することも、斬新なユーザー・インタフェースを
作り上げることもありません。よく知られ、広く使
用されている既存の生産性ツールを活用すれば
よいのです。
まさにこのような哲学こそ、Agust Egilsson

氏がQuantCellという製品を開発する動機でし
た。QuantCellは、視覚的にリッチなモデルと、ビッ
グ・データに対応した分析ツールおよびアプリケー
ションを構築するためのソフトウェア環境です。
QuantCellの開発にあたって、Egilsson氏は新し
いプログラミング技法を考案するのではなく、あら
ゆるビジネスの基盤として親しまれているスプレッ
ドシート・インタフェースを採用しました。さらに、
新しい統合開発環境を開発するのではなく、現代
にもっとも広く使用されているプログラミング言
語であるJavaを利用しました。その結果、研究者
やアナリスト、各分野の専門家、そして開発者があ
らゆるタイプのデータをすばやく詳細に分析でき

写真： THORSTEN HENN

より確かなスプレッドシートの構築
QuantCell Researchの画期的
な分析ツールの原動力となるJava
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る、強力なエンドユーザー環境が誕生したのです。
Egilsson氏：「金融サービス業界における定量

分析を観察した結果、できる限りスプレッドシート
を使用したいという要望があることが明らかでし
た。そこで、スプレッドシートのメリット、たとえば
ターンアラウンド・タイムが短い点などは維持しな
がら、スプレッドシートのあらゆるデメリット、たと
えば高度な機能を使用するにはIT部門に頼らざ
るをえない点などを解決するような、分析および
データ視覚化環境の構築に取り組み始めました」
Egilsson氏は、定量分析に精通しています。カ

リフォルニア大学バークレー校で数学の博士号
を取得した後、金融サービス機関やバイオテクノ
ロジー企業向けの定量調査とリスク管理に携わっ
てきました。Egilsson氏が分析環境の構築に取
り組み始めて間もなく、協力者となったのがKris 
Thorleifsson氏です。Thorleifsson氏は過去に
Sun MicrosystemsでJava製品マネージャー
を務めており、クラウド・コンピューティング分野で
の経歴があります。テキサス州ヒューストンのライ

ス大学でMBAを取得し、旅行検索
エンジンDohop.comのCMO、さ
らに金融サービス業界での上級管
理職を経て、Egilsson氏とともに
QuantCell Researchを設立しま
した。
二人には大きな構想があり、そ

してそれよりもさらに大きな目標
がありました。世界的な金融業界の
危機を受けて、これまでよりも優れ
たリスク分析システムを構築する
という目標です。QuantCell環境
の第一の作者であり開発者である
Egilsson氏は、このときにはすで
に、投資銀行と研究機関において

QuantCellシステムのプロトタイプの作成に取り
かかっていました。Egilsson氏は、開発者でなくて
もIT専門家と同じように強力なモデルやアプリケー
ションを作成できるプログラミング環境という、コン
ピューティングにおける至高の目
標の1つに照準を合わせました。
ニューヨークで C r e d i t 

Suisseのバイス・プレジデント
を務めるVictor Grazi氏は、
QuantCellのアルファ版を使用
して企業価値評価を簡易化でき
るかどうかテストしてきました。
Grazi氏は1995年よりJava開
発に従事し、2000年以降は金融
業界に携わっています。Grazi氏
は次のように語ります。
「Credit SuisseのHOLT部
門は、ファンド・マネージャのため
にポートフォリオを分析し、提言
を行っています。企業価値評価で

は、企業の財務諸表や今後の予測、ROIなどに関
する統計情報を含め、数千の変数を扱います」
通常であれば、プログラマとアナリストが同席

して、扱うすべての変数をカスタム・プログラムに
組み込む必要があります。しかし、QuantCellを
使用すれば、プログラミングの経験がほとんどな
くても、直感的なスプレッドシート環境で同様の成
果を達成できるとGrazi氏は語ります。
Grazi氏：「QuantCellスプレッドシートにライブ

ラリを挿入し、セルを関連付けることで、大量の統
計情報を生成できます。アナリストが一瞬にしてプ
ログラマとなるのです。Credit Suisseでは、ユー
ザーがセルをダブルクリックするだけでアクセス
できる、独自の視覚化ルーチンおよびグラフ描画
ルーチンを使用しています。本当に便利です」

柔軟な基盤
QuantCellの創業者たちは、Javaをソリューショ
ンの基盤とすることで、知識が豊富で寛大な開
発者の大規模なコミュニティから迅速なサポート
を受けることができました。これにより、定量分
析に関する世界中の知識を集約し、使いやすい
QuantCell環境を実現しています。進化し続ける
豊かなJavaエコシステムから入手できる数十万

ものアルゴリズムやプロセス、メ
ソッドが、QuantCellシステムで
活用されています。
Thorleifsson氏：「QuantCell

では、スプレッドシートのセル内で
Javaのコード・スニペットを実行
できます。このコードは、ユーザー
が直接入力することもできれば、
エンドユーザー向けの式ウィザー
ドで作成することもできます。
コードは式ごとにアセンブル、テ
スト、コンパイルされるため、品質
が向上し、開発にかかる時間が短
縮され、ユーザー・インタフェース
の設計が容易になります」 
QuantCellでは、Thomson 

チーム・メンバーと
QuantCellの機能につい
て話すThorleifsson氏と
Egilsson氏

企業概要
QuantCell  
Research 
quantcell.com
本社所在地：
アイスランド、 
レイキャヴィーク
業界：
テクノロジー
使用しているJava 
バージョン： 
Java SE 7

長年の研究
「世界有数の研究
者や研究機関の長
年にわたる研究の
成果と開発された
Javaコードを、開発
者でなくても利用で
きる手段を提供して
います」  
̶QuantCell 
Research、共同
創業者、Agust 
Egilsson氏
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Reuters、Bloomberg、Xigniteなどの世界有数
のデータ・プロバイダに直接アクセスすることもで
きます。1回クリックするだけで、データを検索し
てさらなる分析に利用できます。
QuantCell環境では、JavaクラスまたはJava

アーカイブ（JAR）ファイルが生成されます。生成
されたクラスやJARファイルは、Javaを使用した
任意の本番システムに直接デプロイすることも、
Apache Hadoopなどのクラウド・コンピューティ

ング・インフラストラクチャに自動的にデプロイす
ることもできます。他のシステムの多くがロックイ
ン型であるのに対し、QuantCellのモデルは環境
に依存せず、オープン・スタンダードに対応してい
ます。さらに、独自のプライベートなリレーショナ
ル・データベースや半構造化データソースに接続
することもできます。

QUANTCELLのしくみ
QuantCellを使い慣れていないユーザーは、
QuantCellをオンラインのスプレッドシート・アプ
リケーションのように操作し、式を生成するUIウィ
ザードを、豊富なメソッドを含むナレッジベースと
組み合わせて使用します。このウィザードでは、
Java、SQL、Pythonの式やRに類似した式を生
成できます。生成された式によって、マッパー、リ
デューサー、テーブル、データベース、画像、マル
チメディア、データ・キューブ、コンピュート・クラウ
ド、JavaクラスなどのJavaオブジェクトが、スプ
レッドシートのセル内に作成されます。また、これ
らのオブジェクトの視覚化に使用できるUIコント
ロールは、図表とグラフ、テーブル・フレーム・コン
トロール、データベース・ブラウザ、データ・キュー
ブ・ビューアなどから、3次元タンパク質イメージ・
ビューア、化学構造視覚化コントロール、空間イ
メージ・コントロールといった多くの特殊コンポー
ネントまでさまざまです。
Grazi氏：「当初はQuantCellが何であるかを理

解できませんでした。しかし、各セルが実際にはオ
ブジェクトを含む変数であるということがわかる
やいなや、その可能性が見て取れるようになりま
した。あらゆるJavaオブジェクトをスプレッドシー
トのセルに配置し、そのオブジェクトを別のセルか
ら参照できるのです。他の分析環境で同様の動作
を実現しようとすると、はるかに複雑になります」
一方、QuantCellに慣れたユーザーは、社内外

で作成されたJavaライブラリで構成されるナレッ
ジベースからコンポーネントを選択し、オブジェク
トをセルに返すカスタム関数を作成できます。た
とえばCredit Suisseでは、複雑な金融商品や金

融派生商品向けの価格設定コンポーネント（アル
ゴリズム、支払、シミュレーション・コンポーネント
など）にアクセスするためのコンポーネント・ブラ
ウザを作成しています。習熟したユーザーであれ
ば、さまざまなデータソース、アルゴリズム、および
コンピュート・クラウドへのアクセスを必要とする
ような計算量の多いプロジェクトを作成する際に、
JavaソリューションをWebサービスとして開発し
てデプロイできます。
Egilsson氏：「QuantCellで作成したモデル

やアプリケーションはPure Java APIであり、既
存のJavaベースの本番システムにデプロイする
ことも、Webサービスとしてデプロイすることも
できます。Java仮想エンジン上で稼働するため、
既存の本番システムにWebサービスとして簡単
にデプロイできます。QuantCellを早期導入した
ユーザーからは、カスタムMapReduceアルゴリ
ズムをスプレッドシート・インタフェースから直接
Hadoopクラウド・インストール環境にデプロイで
きる機能について、特に好評を得ています」 

品質の強化
QuantCellはJavaFXから視覚的機能を継承
しています。Egilsson氏とThorleifsson氏が
JavaFXの使用を決定した理由は、JavaFXで
は既存のJava APIを容易に利用でき、リッチな
グラフィック、アニメーション、エフェクトがサポー
トされているためだとEgilsson氏は話します。
「JavaFXを利用することで、スプレッドシート
にリッチな視覚化手法を取り入れることができま
す。また、JavaFXは、世界中で広く使用されてい
るオペレーティング・システム上で稼働し、主要な
すべてのブラウザをサポートしているという点で
普遍的でもあります」
加えて、JavaFXでは、各ユーザーのマシンに

おけるローカルの処理能力を活用できるため、
各ユーザーはリモート・サーバーに頼ることなく、
ローカルのJava仮想マシン（JVM）で複雑な計
算を実行できます。たとえば、ユーザーはタンパク
質や油田の3次元イメージを表示できます。この

QuantCell 
Research本社前で
業務の状況について
話すEgilsson氏と
Thorleifsson氏
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http://hadoop.apache.org/
http://hadoop.apache.org/mapreduce/
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http://www.bloomberg.com/
http://www.xignite.com/
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ようなアプリケーションは、サーバーでのみ処理す
る場合、堅牢性が低下します。「JavaFXでは、必
要なパフォーマンスを達成でき、洗練されたUIコ
ントロールをすぐに実現できます」とEgilsson氏
は述べます。

多様な業界への適用
QuantCell Researchは、QuantCellの当初の販
売対象を、ポートフォリオ分析やリスク分析に従事す
る金融専門家としています。QuantCellでは、ビッグ・
データ分析用のMapReduceフレームワークといっ
たJavaベース・ライブラリに加えて、既存のJava
ベースの定量分析ライブラリを活用できるためで
す。QuantCellの柔軟なアーキテクチャによって、高
度なモデルや金融商品を、より速く、より低いコスト
で、IT部門に頼ることなく容易に構築できます。 
QuantCell Researchは現在、QuantCellの

販売対象をライフ・サイエンス業界にも拡大して
います。アルファ版またはベータ版を使用したラ
イフ・サイエンス業界のユーザーは、遺伝子配列や
タンパク質、遺伝子マーカーの分析にQuantCell
は理想的であると評価しています。
「QuantCellのスプレッドシートをベースとし

た環境は、専門家ではないスタッフにも複雑な分
析調査をまかせることができるため、便利です」
と語るのは、Styrmir Sigurjonsson博士です。
Sigurjonsson博士は、カリフォルニア州レッド
ウッドシティに拠点を置くライフ・サイエンス企業
Nateraの上級統計専門家として、出生前遺伝子
検査に携わっています。「QuantCellのスプレッド
シートを使用すれば、統計専門家が研究所のデー
タを基にアルゴリズムを構築した後に、そのスプ
レッドシートを研究所の研究者が再度受け取って
分析を引き継ぐということも可能です。これまで
になく複雑な分析を行うことができる上、研究者
がその複雑さのために戸惑うこともありません」
Nateraでは現在、数値計算環境およびプ

ログラミング言語として一般的なMATLABを
利用して、出生前検査製品を開発しています。

Sigurjonsson博士は、研究者が「プログラムを実
行中に停止し、他のプログラムを実行して、必要に
応じて自由にデータを操作できる」MATLABの
柔軟性を気に入っています。このMATLABの柔
軟性と同様の機能を、QuantCellによってJava
環境で実現できるかを確認するために、博士は
QuantCellのアルファ版をテストしています。現在
のところ、その結果に満足しています。
Sigurjonsson博士：「MATLABで作成した成

果を製品化するプロセスは、簡単なものではあり
ません。しかし、QuantCellでは、デプロイが簡単
です。たとえば、あるセルでデータを取得し、隣の
いくつかのセルでそのデータを分
析できます。さらに、既存の統計パッ
ケージやライブラリ、視覚化ツール
を取り込むこともできます。アルゴ
リズムを開発し、システムから直接
JARファイルをデプロイすることが
でき、デプロイされたバージョンはそ
のまま検査に使用できます。製品化
にかかる時間を大幅に、おそらくは
60%から70%短縮できると考えて
います」 
QuantCellは、実行時間の長い並

行処理にも対応しているため、ロー
カルのデータベースやリモートのクラウドから取得
したデータをシステムが処理している最中でも、ス
プレッドシートでの作業を続けることができます。 

コミュニティによるサポート
QuantCellの開発が、2012年中の正式リリース
に向けて勢いを増す中で、QuantCell Research
はJavaコミュニティからの継続的なサポートを受
け、コンピューティング・ソリューションの大規模か
つ強固なエコシステムを実現しようとしています。
Thorleifsson氏：「Javaの使用を決定したおも

な要因は、Javaのコンパイルの動的な性質、クラス
の遅延ローディング、Javaの並行性、そしてJITコン
パイルなどのVMにおける最適化です。多くのライ

ブラリを利用できるだけでなく、Java Community 
Processにも支えられて、Javaコミュニティは長期
にわたって活発であり続けるでしょう」
現在の活気あるエコシステムをおもに支えてい

る、大学やオープンソース・コミュニティのJava専門
家は、高度な分析ライブラリの提供に取り組み続け
ています。分析ライブラリへの取り組みがよく知ら
れている分野には、人工知能と機械学習（Apache 
Mahout、Java-ML、Weka）、バイオテクノロジー
（BioJava）、金融数学（jQuantLib）などがありま
す。残念ながら、こうしたライブラリのほとんどは、バ
イオテクノロジーの研究者や金融アナリストといっ

た各分野の専門家がすぐに使用でき
るものではありません。こうした専門
家がそれぞれの分析プロジェクトに対
応したカスタム・アプリケーションを構
築するためには、技術力のあるプログ
ラマに頼る必要があります。
QuantCellによって、すべてが

変わります。QuantCellでは、あら
ゆるJava API、ライブラリ、ツール
をすぐに利用できます。エンドユー
ザーは、クラスパスにライブラリを
追加するだけで、ライブラリを呼び
出し、QuantCellに用意されたライ

ブラリ、アルゴリズム、メソッドを拡張できます。
NetBeansやEclipseで作成したアプリケー

ションやAPIをQuantCell環境に移行して作業や
テストを続けることもできれば、QuantCellで組
み立てたアプリケーションやAPIをNetBeansに
移行して開発を続けることもできます。
一言で言うなら、QuantCellは、ユーザビリ

ティと機能性が交差する点にある製品です。あら
ゆるスキル・レベルのユーザーが、一方で豊富な
分析ライブラリを活用しながら、もう一方では高
度なデータ視覚化ツールを利用できます。 </
article>

輝かしい未来
「まだ始まったばか
りではありますが、
QuantCell が持つ可
能性には非常に期待
しています」 
̶Credit Suisse、
バイス・プレジデント、
Victor Grazi 氏

David Baum：ビジネス、テクノロジー、ライフスタ
イルを専門とするフリーランス・ライター。カリフォ
ルニア州サンタバーバラを拠点とする。

QuantCellにつ
いて語り合う筆者
（David Baum）
とAgust 
Egilsson氏
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