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オンプレミスからクラウドへの移行に伴い
データベースを OracleからAmazon Aurora に刷新

高度なテクノロジーを駆使した革新的な
ツールの活用により、顧客のマーケティン
グ課題に応えるさまざまなソリューション
を提供するマクロミル。同社は、サービス向
上とコストの最適化に向けて 2013 年にリ
サーチサービスを支えるシステムのクラウ
ド移行に着手しました。システムの核となる
データベースの多くは、オンプレミス環境
で稼働していましたが、そのコストと運用面
の負荷が大きな課題となっていました。
「その 1 つが、会員管理機能とアンケート
機能を備えた独自のアンケート ASP サー
ビス『AIRsMEMBERS （エアーズメンバー
ズ）』でした。バックグラウンドで利用して
いる Oracle Database のライセンスコス
トと運用・保守の負担が大きく、またデータ
量が年々増えていく中で拡張性や耐障害性
にも課題がありました。そこで、システム基
盤を AWS に切り替えるタイミングでデー
タベースの移行も検討課題となりました。」
と語るのは、マクロミル デジタル・マーケ
ティングプロダクト開発部 GlobalAccess-
Mill・Open プロダクト開発ユニット長の佐
藤 哲朗 氏です。
データベース移行においては、ライセンス
コストと障害時の対応の 2 つがポイントと
なり、複数のサービスを検討する中から  
Amazon Aurora の採用を決めました。その
理由について佐藤氏は「MySQL と互換性が
あり、データベースのライセンスコストがゼ
ロであること、運用保守にかかる負担が軽

減できる完全マネージド型サービスで障害
発生時の復旧が早いことです。」と話します。

AWS DMS を利用し、ダウンタイムを
最小限に抑えてデータを移行

Amazon Aurora への移行に関しては、異な
るデータベース間の移行をサポートする 
AWS DMS を採用しました。その理由は、差
分同期機能により、サービス停止期間を最
小限に抑えられることにあったといいます。
「差分機能がない場合、データ転送の期間中
はサービスを止めなければなりません。
サービス停止は最小限に留めたいという意
向があり、ダウンタイムを最小限にできる 
AWS DMS は大きな魅力でした。」（佐藤氏）
本番のデータ移行は同年 12月27日からの4
日間で実施しました。この移行プロジェク
トをサポートしたのが、APN コンサルティ
ングパートナーの株式会社インサイトテク
ノロジーです。他システムのデータベース
の設計、構築、運用、保守などを長年にわ
たって手がける同社は、マクロミルの環境
を熟知しており、Amazon Aurora への移行
に際してもこれまで培ってきた知見を活か
した質の高いサービスを提供しました。
インサイトテクノロジー プロダクトコンサ
ルティング事業部 シニアマネージャーの宮
地 敬史 氏は「データ容量は全体で 200GB 
程度でしたが、その中にラージオブジェクト
があり、通常は 2 時間程度で終わる移行が
20 時間ほどかかることが判明しました。こ
うした検証内容を踏まえながら限られた期
間でテストから本番までをスケジュール通

りにプロジェクトを進められる移行計画を
策定しました。」と振り返ります。佐藤氏はイ
ンサイトテクノロジーに対して、「データ
ベースの設計とデータ移行に関しては安心
して任せることができ、私どもの負担は軽
減されました。移行後も安定稼働しており、
十分に満足しています。」と評価します。
Amazon Aurora への移行により、コスト面
で明確な効果が現れました。佐藤氏は「デー
タベースや付随するバックアップソフトの
ライセンスコストはゼロになり、年間数百
万円のコスト削減が実現しています。デー
タベースの運用工数なども含めると年間 
1,000 万円近くが削減できたことになりま
す。」と話します。さらに、運用担当者の負荷
が軽減されたことで、人員を別のプロダク
トの作業や機能改善の作業に割り当てられ
るなどの効果も現れています。

埋もれているデータの価値を見出すため
新たなプラットフォームを構築

Amazon Aurora と AWS DMS の組み合わせ
た新たなビジネス基盤は、マクロミルが
2017年4月にリリースしたデジタルマーケ
ティングプラットフォームにも用いられてい
ます。「当社は、グローバル×デジタルマーケ
ティングをキーワードに新たな価値を提供
していくことに注力しています。お客様の要
望が多様化している中、これまで単独で稼働
していた意識（アンケート）データ、Web 行動
データ、購買データなどを融合し、埋もれて
いるデータの価値を見出すことが求められ
ていました。そこで、当社の Web 行動データ
のビッグデータ基盤である『GlobalAccess-
Mill』、アンケート調査システムの『AIRs3 （エ
アーズスリー）』、家計調査サービスの『MHS』
を統合した分析基盤を構築し、より質の高い
リサーチサービスの提供を目指しました。」と
語るのは、マクロミル デジタル・マーケティ
ングプロダクト開発部長の遠藤直子氏です。
システム統合は、一番リスクの少ないデータ
のみを分析基盤に同期する方策を採用しま
した。データベースに Oracle を採用してい
る『AIRs3』、Amazon RDS を採用している 
『MHS』、Amazon Aurora を採用している

『GlobalAccessMill（Lognos）』と異なる3 つの
データを統合するにあたり、それぞれが保持
しているデータが既に数TBある事と将来的
にもデータ量や種類も増える事を想定し、最
大64TBまでスケールできる『GlobalAccess-
Mill』上のAmazon Aurora に集約し、データ
移行手段は AWS DMS を採用しました。
「リアルタイムでのデータ同期が可能なこ
と、現行システムやデータベースへの影響
が小さいこと、ライセンスコストがかから
ないことなどを考慮するとデータ移行の選
択肢は  AWS DMS しかありませんでし
た。」（佐藤氏）

お客様の満足度をさらに高め
リサーチサービスの利用拡大へ

プロジェクトは 2016 年 6 月に始まり、
2017 年 2 月には 3 つのシステムが融合
したデジタルマーケティングプラット
フォームの構築が完了しました。
「AWS DMS を活用することで、既存システ
ムに影響を与えることなく、各システムの
データ統合が実現しました。」（佐藤氏）
2017 年 4 月にはデジタルマーケティング
プラットフォーム上のデータを可視化する
ダッシュボード機能をベータ版としてリ
リースし、『GlobalAccessMill』の一部のユー
ザーに公開しています。将来的には正規版
を全ユーザーに公開していく計画です。
「デジタルマーケティングへの期待が高ま
る中、意識データや購買データを掛け合わ
せた広告効果が測定できる新たなツールを
広告配信事業者などに提供可能になったこ
とが今回の大きな成果です。これによって
お客様の満足度が高まり、当社のリサーチ
サービスの活用の拡大につながることを期
待しています。」（遠藤氏）
また、今後もビッグデータ分析基盤や、各種
分析基盤の強化を続けていく方針です。
「サーバーレスのクエリサービスの Amazon 
A t h e n a、H a d o o p  フレームワークの  
Amazon EMR、フルマネージド型 ETLサー
ビスである AWS Glue などを活用しなが
ら、利用者が使いやすいサービスを提供し
ていきたいと考えています。」（佐藤氏）

世界 13 か国、34 拠点のグローバルネットワークでマーケティングリサーチ事業を
展開する株式会社マクロミル。リサーチサービスを支えるビジネス基盤のクラウド化
を進める同社は、アンケートASPサービスを AWS 上に移行するにあたり、データ
ベースをOracle Databaseから アマゾン ウェブ サービス（AWS） のマネージド 
DBMS である Amazon Aurora に刷新し、ライセンスコストをゼロにしました。デー
タベースの移行に際してはAWS Database Migration Service （DMS）を活用する
ことで、最小限のダウンタイムで短期間に作業を終えています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon Aurora
●  AWS Database Migration Service
●  Amazon EC2 ●  Amazon RDS
●  Amazon CloudFront
●  Amazon Kinesis 
●  Amazon S3 ●  Amazon EMR
●  AWS Direct Connect
●  Amazon VPC

ビジネスの課題
●  Oracle Databaseのライセンスコストの
削減

●  データベースの運用負荷、工数の削減
●  データベースの耐障害性の強化
●  デジタルマーケティングを組み合わせた
リサーチ変革への対応

AWSを選択した理由
●  ライセンスコストのかからないクラウド
向けデータベースの提供

●  運用保守にかかる負担が軽減できる完
全マネージド型サービス

●  最小限のダウンタイムでデータベースを 

AWS に移行

AWS導入後の効果と今後の展開
●  データベースのライセンスコストがゼロに
●  運用コストも含めて年間約1,000万円
の削減

●   データベースの運用負荷の軽減による
要員配置の柔軟性向上

●  サービス停止期間を 4 日で Oracle か
ら Amazon Aurora に移行

●   意識データ、Web 行動データ、購買
データを融合したデジタルマーケティン
グプラットフォームの実現によるサービ
ス強化

●  リサーチサービスを利用する顧客満足
度の向上

●  Amazon Athena、Amazon EMR、AWS 

Glue などを活用した分析基盤の強化
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APNコンサルティングパートナー

株式会社インサイトテクノロジー
1995年よりデータベースを専門に
サービスを展開。2016年よりAWS 
テクニカルパートナー。長年培った
データベースに対する知見とノウハ
ウをもとに、AWSでも移行コンサル
ティングサービスをご提供。テスト
から本番までの移行計画をご提案
し、AWSへのデータべース移行を
成功に導きます。

カスタマープロフィール

株式会社マクロミル
●  設立：2000年1月31日
●  売上高（連結）：355億1,400万円
（2017年6月期）
●  従業員数（連結）：1,890名（2017年6月
末）

●  事業内容：マーケティングリサーチ事
業、グローバルリサーチ事業、デジタル
マーケティングリサーチ事業、データ
ベース事業、セルフ型リサーチASP事
業、その他マーケティングに関するコン
サルティング事業


