
SaaS 認証基盤『HENNGE One』のプラットフォームとして AWS を採用
最新サービスの活用でスケーラブルなアーキテクチャに進化し
インスタンスコストを 20 分の 1 に圧縮

HENNGE 株式会社

新サービスのリリーススピードが早く
先端技術の早期獲得が可能な AWS を採用

「テクノロジーの解放で世の中を変えてい
く。」をビジョンに、セキュリティとメール
を中心とした SaaS/PaaS を開発・販売して
いる HENNGE。2019 年 10 月には東証マ
ザーズに上場し、コロナ禍の中でも業績は
右肩上がりに伸びています。
主力サービスの『HENNGE One』は、Micro-
soft 365、Google Workspace、Box など複
数のクラウドサービスへのセキュアなアク
セスとシングルサインオンを実現する認証
基盤で、利便性と安全性のバランスのとれ
たセキュリティサービスとして好評を得て
います。「2011 年のリリース以来、契約社
数は約 1,670 社、ユーザー数は約 195 万
人となっています（2020 年 9 月時点）。こ
の分野ではトップクラスのシェアを誇り、
低解約率を維持していることが特徴です」
と語るのは、Cloud Sales Division Deputy 
Division Manager の池本誠氏です。
HENNGE One は、IP 制限、セキュアブラウ
ザ、多要素認証、デバイス証明書、メール誤
送信対策、メールアーカイブ、大容量ファイ
ル転送などの機能を提供しています。
HENNGE One の中で最初に AWS 化に着
手したのは、メール送信時の一時保留、情報
漏洩防止、第三者による承認などを実現す
る『HENNGE Email DLP』でした。リリース
初期はオンプレミス環境や仮想専用サー
バー上に顧客の環境を個別に構築していま
したが、ユーザーの増加を受けて 2011 年
から Amazon EC2 に既存環境をリフトす
る形で利用を開始しました。その後、2013 
年 12 月よりマルチテナント型 SaaS への

移行に向けてプロトタイプ設計に着手。基
本設計、開発、社内利用を経て 2017 年 7 
月より商用サービスの稼働を開始しまし
た。2019 年からは旧基盤顧客の新基盤へ
の移行を開始しています。
プラットフォームに AWS を採用した理由
を、Cloud Product Development Division 
Software Engineer の田邊兼一氏は次のよ
うに語ります。
「キャパシティプランニングが不要で、ユー
ザー増に合わせてリソースが追加できる拡
張性と API 制御ができる運用性の高さが
魅力でした。継続的に AWS を採用し続け
ている理由は、多くの新サービスをリリー
スし、世界最先端の技術を私たちの手元に
届けてくれることにあります」
ストレージの  Amazon  S3  や、DB の  
Amazon DynamoDB、キューイングの  
Amazon SQS、インメモリキャッシュの 
Amazon ElastiCache など、スケーラブル
なシステムに欠かすことのできないサービ
スや、同社が採用しているプログラミング
言語の Go に対応する公式ソフトウェア開
発キット（SDK）の存在も AWS を採用して
実感しているメリットだといいます。
HENNGE One のプラットフォームは、AWS 
の進化に合わせてクラウドネイティブな
アーキテクチャに進化させてきました。
「アーキテクチャは、ベストプラクティスに
合わせて、基本に忠実に構成しています。
DB はスケールが求められるサービスには 
Amazon Aurora、用途が限定されている
サービスにはコスト重視の Amazon RDS 
と要件に合わせています。ストレージも
メール本文は大容量のデータ保存が可能な 
Amazon S3、メタデータは Amazon Dyna-

moDB と使い分けています」（田邊氏）

開発部門は約 7 割が外国籍メンバー
DevOps の採用で開発速度を加速

 開発体制はサービスごとにチームを分け、
開発と運用を一体化した DevOps を採用。
共通のインフラ運用ルールを守りながら、
各チームの裁量で自由に開発を進めていま
す。ユニークなのが、外国籍のメンバーが多
く所属する多国籍チームであることです。
「エンジニアを世界中から採用するため、
2016 年には社内公用語の英語化に踏み切
りました。結果、開発部門に限れば約 7 割
が外国籍のメンバーです。優秀なエンジニ
アが集まり、テクニカル重視の開発が進ん
でいます」（田邊氏）

Savings Plans のフル採用で
インスタンスコストを 20 分の 1 に圧縮

 現在、HENNGE One において AWS 上で
処理しているメールの件数は月間で 7 億
通以上、ログイン数は月間 1.7 億回、大容量
ファイル転送数はアップロードが月 20 万 
TB、ダウンロードが月 110 万 TB に達して
います。メールの流量は、月末と月初めに多
くなる傾向があり、1 日の中でも朝夕が多
くなるという変動があります。こうした
ピークや変動に対しても、あらかじめリ
ソースを確保しておくことで、パフォーマ
ンスの低下を防いでいます。
マルチテナント化によってインスタンスコ
ストも削減され、割引プラン Savings Plans 
のフル採用によってコストの最適化も進ん
でいます。
「シングルテナントで運用していた以前の
環境で最大 900 あった Amazon EC2 のイ
ンスタンスが、クラウドネイティブで構築
したマルチテナントで 40 インスタンスま
で削減できました。結果として約 20 分の 
1 までコストが圧縮でき、運用負荷や障害
発生も激減しました。Savings Plans には、
コスト節約ばかりでなく、インスタンスタ
イプの変更にも対応する柔軟性に助けられ
ています」（田邊氏）

ビジネス面では、AWS のセキュリティレベ
ルの高さと安定性がサービスの維持に貢献
しているといいます。
「セキュリティサービスを提供している以
上、データのロストやシステム停止などの
トラブルは命取りになります。その点、
HENNGE One がお客様に満足していただ
けている裏側には AWS の安定性があり、
結果として HENNGE に対する信頼獲得に
つながっています」（池本氏）

公共系のサービスを強化しながら
成長する海外ビジネスの拡大へ

今後、HENNGE Emai l  DLP では  AWS 
Fargate への移行をさらに進めていく方針
です。可用性の向上に向けて東京リージョ
ンのマルチ  AZ 構成に加えて、大阪リー
ジョンによるマルチリージョン構成を検討
中です。
ビジネス面では公共系のサービス拡大に取
り組んでいく方針です。それに向けて 2020 
年  7  月には、文部科学省が打ち出した  
GIGA スクール構想を受け、全国の小・中学
校や高校などを対象とした『HENNGE One 
for Education』をリリースしました。2020 
年 8 月には自治体と地域住民との双方向コ
ミュニケーションを実現する『CHROMO
（クロモ）』をリリースしています。
海外ビジネスも成長中で、日本企業の海外
拠点での利用から、海外のローカル企業の
利用まで、ユーザー数は増えています。今後
は、海外の現地ルールの適用、運用時の時差
の解消、AWS の海外リージョンの活用など
も検討していく考えです。
「最新のテクノロジーを活用した価値提供
に向けて、分野を企業から公共へ、営業エリ
アを海外へと拡大していくことが私たちの
今後のビジョンです。さらに、セキュリティ
事業ばかりでなく、新たなビジネス領域に
もチャレンジしようと、当社の事業とシナ
ジーがあり、独自技術を持つスタートアッ
プへの投資やアライアンス提携も進めてい
ます。AWS には、テクニカルな支援に加え
て、営業面やマーケティング面でも幅広い
バックアップを期待しています」（池本氏）

アクセス制御やメールフィルタリングなどのクラウドセキュリティサービス HENNGE 
One を提供する HENNGE 株式会社。同社では複数のサービスをアマゾン ウェブ 
サービス（AWS）上で稼働させています。海外への進出も目論む HENNGE のビジネ
スに、安定性が高く、スケーラブルにインフラリソースの拡張が可能な AWS は欠かせ
ない存在となっています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon EC2
●  AWS Fargate
●  Amazon ECS
●  Amazon DynamoDB
●  Amazon ElastiCache
●  Amazon SQS
●  Amazon S3

ビジネスの課題
● SaaS 認証基盤の契約社数、ユーザー
数の増加に対するインフラ基盤の拡張

● ビジネスの成長に合わせてスケールす
るインフラ基盤の構築

● セキュリティレベルが高く、安定性の高
いインフラ基盤の構築

AWS を選択した理由
● キャパシティプランニングが不要
● ユーザー増に合わせてリソースが追加
できる拡張性

● API 制御ができる運用性の高さ
● 新サービスのリリーススピード
● 世界最先端技術の早期獲得

AWS 導入後の効果と今後の展開
● インスタンス数の削減による、従来比 

20 分の 1 のサーバーコストの圧縮
● Savings Plans の全面適用によるコス
トの最適化

● サービス基盤の安定化、セキュリティレ
ベルの向上

● マネージドサービスの活用によるアー
キテクチャの進化

● AWS Fargate へのさらなる移行を
継続

● AWS 大阪リージョンによるマルチリー
ジョン構成を検討

SaaS on AWS 事例：情報・通信・サービス
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HENNGE 株式会社
● 代表取締役社長：小椋 一宏
● 設立：1996 年 11 月 5 日
● 売上高（連結）：41 億  5 ,300 万円
（2020 年 9 月期）
● 従業員数（連結）：181 名（2020 年 9 

月末現在）
● 事業内容：SaaS 認証基盤『HENNGE 

One』、会議予約支援システム『HEN-

NGE Worksty le』、ブラウザアプリ
『HENNGE Secure Browser』、デバイ
ス認証アプリ『HENNGE Lock』、自治
体向け SNS 『CHROMO』などの開発・
販売


