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Amazon Web ServiceとHULFT-HUBを活用し
リサーチ事業を支えるデータ連携基盤を実現
増加し続けるモニター情報を安全・確実に運用
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Amazon Web ServiceとHULFT-HUBを活用し

リサーチ事業を支えるデータ連携基盤を実現
増加し続けるモニター情報を安全・確実に運用

マーケティングリサーチ業界の国内トップ企業であるインテージ。同社はリサーチ事業に求められる高い信頼性を確保するた
め、顧客企業とのデータ連携基盤を刷新。Amazon Web Service（AWS）
上に HULFT通信の中継拠点としてHULFT-HUBに
よる「プロキシサーバ」を構築、データ連携セキュリティレベルの大幅な向上を実現した。HULFTを統合管理し、受信データを各
システムへ振り分けるHULFT-HUBのルーティング機能などにより、システムの安定性および運用効率も大幅に向上した。パブ
リッククラウドサービスとの相乗効果で、短期間かつ大幅な開発コスト削減が可能になった点も大きなメリットである。
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サーバとして機能します。顧客企業とイン

サービスを展開するインテージ。日本で唯

テージとの中継サーバとなることで、直接
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接続によるリスクの発生や拡散を防ぐ役

つ、
マーケティングリサーチ業界のリーディ
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に活用し、製品・サービスの開発や改善、

渡利直幸氏は話す。

ブランディング強化などに役立てている。
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従業員数
977名（グループ連結2465名、2013年3月31日現在）
事業内容
長年の実績で培ったリサーチノウハウ、
データ解析力、
シス
テム化技術に加え、
これらに基づく情報評価力をコア・コ
ンピタンスとして、市場調査コンサルティング事業、
システ
ムソリューション事業、医薬品開発支援事業などを展開す
る。近年は急速に拡大するソーシャルメディアやスマートデ
バイスを活用した調査・分析、アジア新興国を中心とした
海外事業などにも注力し、お客様のビジネスの成功を強
力に支援している。

AWS上にHULFT-HUBによる
セキュアな中継サーバを構築
リサーチ事業は顧客企業との「信頼」

なお、AWS上には本番環境および検
証環境用に2系統のHULFT-HUB中継
サーバを構築。そこにインテージの社内シ
ステムを支える本番環境用HULFTと検
証環境用HULFTが接続されている。顧

で成り立っている。やり取りするデータの

客企業とAWS間は高いセキュリティと安

中にはモニターの個人情報や属性情報な

定性を確保した専用線で接続されており、
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を図る必要がある。企業間競争が激化す
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うニーズも高まっており、
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より確実

サーチサービスを利用できるようになりまし

な業務の遂行が重要になっている。

た」
と渡利氏は語る。

そこで同社はパブリッククラウドサービス
をベースにした新たな顧客企業とのデー
タ連携基盤を構築した。

中継基盤に最適な機能を評価
短期間・低コストな開発を実現

具体的にはAWS上にリサーチ業務の

AWSを活用したデータ連携基盤刷新

分析システムを移設するとともに、顧客企

のきっかけとなったのは、同社にてスマート

業とのデータ連携用としてHULFT-HUB

フォンをターゲットにしたサービスを立ち上

による中継サーバを設置。その中継サー

げることになったからだ。
「新サービスの立

バを介して、顧客企業とインテージ側シス

ち上げに際し、
モニター数の大幅な増加

テムがつながる形である。
「中継サーバは

が見込まれ、
より大規模なアンケート調査
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を安全かつ効率的に行える基盤が必要
インテージ 社内システム

だったのです」
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4グループの沢田啓太氏は話す。

システム A

取引先企業
専用線

プロキシサーバ

システム B

今回のサービスを早期に展開するに
•蓄積制御
•転送順序制御
•二重送信防止

は、短期間でシステム開発を完了する必
要があり、
コストの最適化も重要な要件
だった。
「A W Sを活用することで自前の
サーバを持つ必要がなく、
スピーディな展
開が可能です。導入コストも低減できま

システム C

非公開セグメント

VPC

図 トータルリサーチシステムの概要

AWS上にプロキシサーバとして機能するHULFT-HUBを活用した中継サーバを構築。転送データは HULFT-HUB に蓄積され、
転送開始の順序通りに送信する追越禁止の制御や、受信側サーバに障害が発生しても自動的に再送される機能がある。顧客
システムとAWSは専用線でつながっている。

す」
と渡利氏は理由を述べる。
一方、HULFT-HUBに関しては標準

ることで、
モニター拡大にも十分対応した

機 能の有 用 性を高く評 価した。従 来か

よりセキュアなデータ連携基盤を短期間

また、障害発生時のリカバリにも実力を

ら同社では顧客企業とのデータ連携に

かつ低コストで実現できました。運用開始

発揮する。
「受信側サーバに障害が発生

HULFTを利用していた。外部システムと

後、顧客企業とのデータ連携のトラブル

した場合でも、HULFT-HUBが転送デー

の直接接続を回避する同社のセキュリ

はゼロです」
と渡利氏は高く評価する。

タを蓄積・保持し、障害の復旧を待って再

ティポリシーに基づき、H U L F Tを使った

沢田氏は述べる。

送信することでデータを確実に転送でき

AWS活用の安全なデータ連携が
ストレスのない高効率運用も可能に

ます」
と沢田氏は説明する。以前は、届い

テージ内HULFT」
という接続形態をとっ

AWSに構築したHULFT-HUB中継

者と電話でやりとりし、対象のデータを再

ていたのである。
「以前の中継サーバに

サーバは、同社にさまざまなメリットをもたら

送してもらう必要があった。
「現在は受信

は転送順序の同期の作りこみに加え、

している。まず挙げられるのが、データ連

側サーバの稼働状況を意識せず、整合性

顧客企業との間で転送タイミングを調整

携の安全性の向上である。セキュアなセ

を保った運用が可能となりました」
と沢田

しており、データ連携処理の頻度を上げ

グメントにHULFT-HUB中継サーバを構

氏はメリットを語る。転送履歴もHULFT-

ることすら容易には行えませんでした。ま

築することで、不正アクセスや不正侵入

HUB中継サーバで一元管理できるため、

た、既存の仕組みを継承するとなると、
ア

を防止し、
セキュアなデータ連携を実現し

万が一、送信側、受信側のサーバに障害

プリ的にも大幅なカスタマイズが必要とな

ている。
また登録されたHULFT以外の通

が発生しても、容易に原因を特定できる。

ります」
と沢田氏は課題を述べる。これを

信は許されないため、内部からの情報漏

消費者ニーズや市場の変化をいち早く

短期間かつ低コストで実現するのは非常

えいリスクも完全に払拭できる。

中継サーバを設置していた。つまり
「顧客
企業HULFT-中継サーバHULFT-イン

ていないファイルについて受信側の担当

キャッチすることは、経営やマーケティング

に困難だ。
「その点、HULFT-HUBは受

「重要な個人情報や秘匿性の高いア

上の意思決定をサポートする強力な武器

信したデータを到着順序通りに転送でき

ンケート情報などをやりとりする上で、セ

となる。
リサーチ事業のニーズは今後ます

る
『蓄積機能』
を標準実装しているので、

キュアなデータ基盤は必須要件。これを

ます高まっていくだろう。AWSを活用した

個別に作り込む必要がなく、安全で効率

高いレベルで実現できたことは、当社の

HULFT-HUB中継サーバによる新たな

的なデータ転送が可能です。中継役の基

事業展開上も、
お客様にとっても大きなメ

データ連携基盤により、膨大なモニター

盤として、HULFT-HUBの活用が最適な

リットです」
と渡利氏は語る。

情報もより安全・確実にやりとりできるよう

答えでした」
と渡利氏は述べる。同社の

運用効率も大幅に向上した。
「実際に

になった。このデータ連携基盤は顧客企

試算では自社データセンターでHULFTに

リサーチを行う際は、準備作業の段階か

業との「信頼」でつながるインテージのリ

よる中継サーバの増強を図る場合に比

ら頻繁にデータのやりとりが必要。多い

サーチ事業の重要な役割を担っている。

べ、AWS活用との相乗効果からコストを

時は1時間に数十回程度のデータのやり

約30％削減できているという。

とりが発生します。以前は転送データの

プロジェクトは2012年7月にスタート。
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整合性を保つため、送信側がタイミングを

約半年で構築・検証を完了し、2013年4

見計らって次のデータを転送しなければな

月より本格運用を開始している。
「A W S

らないこともありましたが、今はそうした手

上にHULFT-HUB中継サーバを構築す

間は不要。ストレスなく作業を行えます」
と
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