
56

第18号

2018個別論文

個
別
論
文

56

統合データ活用サービス「ARQLID」の概要と
セールスプロモーション向けスマホアプリ

開発事例について
橋本　好史　　　　金山　健一　　　　阪井田　賢

概要
　あらゆる分野のビジネスにおいてデータ活用は新たな価値を生み出す競争力の鍵である。インテックでは、
お客様のビジネスに応じたデータ活用ソリューションを提供することを目的とした、統合データ活用サービス

「ARQLID（アークリッド）」を提供している。ARQLIDはインテックがこれまで培ってきたビックデータ、IoT（Internet 
of Things）、AI(Artificial Intelligence：人工知能 ) 技術を基盤に、データ活用ソリューションで共通して利用
可能な部品群を提供しており、これを活用することで QCD（Quality：品質、Cost：価格、Delivery：納期）の
向上を支援する。
　ARQLID を活用したセールスプロモーション向けスマホアプリ開発の事例では、新しい価値を提供するデー
タ活用と QCD 向上の 2 つを実現した。データ活用では、スマホアプリ利用者の買物行動ログの取得と分析が
可能になったことで、セールスプロモ―ションにおけるコンテンツ配信から効果検証を行い、次のプロモーショ
ンの改善につなげる一連のサイクルを回すことができるようになった。またQCD向上では、昨今のビジネススピー
ドに対応したスピーディかつ柔軟な改善を継続的に提供することができるようになった。
　ARQLID は、今後も提供機能を拡充しつつ、これを基盤としたデータ活用ソリューションの展開を拡大してい
く予定である。

  1.  はじめに
　あらゆる分野のビジネスにとって、データ活用は新たな価

値を生み出す競争力の鍵となっている。たとえば、製造メー

カーでは従来の製品販売だけでなく、販売後に製品の利用

データを収集してメンテナンスサービスを提供し、顧客満

足度の向上を図るなどの取り組みが行われている。また、小

売業では顧客の購買データを元に各個人に合わせたマーケ

ティングを行うなどして、更なる売上向上に向けた取り組み

が行われている。

　ただし、こうしたデータ活用の取り組みは、当初からある

べき形が明確に定まっている訳ではなく、まず仮説立案を行

い、実フィールドでの仮説検証を通して方向性を修正してい

くアプローチが必要になるケースが多い。また、昨今の早い

ビジネススピードに対応するためには、これらを素早く実施

していくことが求められる。

　インテックでは、こうした市場の背景をふまえ、お客様そ

れぞれのビジネスに応じたデータ活用のためのソリューショ

ンをスピーディに提供していくことを目的とした、統合デー

タ活用サービス「ARQLID」の提供を行っている。

　本 稿 では、まずA RQ L I D の 概 要 を紹 介する。次に

ARQLIDの活用事例として、モバイルアプリを活用したセー

ルスプロモーションソリューションについて紹介する。また、

最後に今後の展開・展望について述べる。
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  2.  ARQLID とは
2.１　ARQLIDの概要
　ARQLIDは、主に商業、医療、製造、金融、農業、交通、観

光の分野に、ビッグデータ、IoT、AI技術を基盤としたデータ

活用ソリューションを提供するサービスである。本サービス

は、データ活用ソリューションの開発において共通して利用

可能な機能を提供するプラットフォームをベースにして各ソ

リューションを構築する。

　ARQLIDの概念イメージを図1に示す。

　ARQLIDのプラットフォームが提供する機能概要を表1に

示す。ARQLIDのプラットフォームが提供する機能には、以

下の特徴がある。

（1）アプリケーション開発部品のマイクロサービスとしての

提供

（2）DevOps支援ツールの提供

　以降の節で、それぞれの特徴について述べる。

2.2　アプリケーション開発部品のマイクロ
　　　サービスとしての提供
　ARQLIDでは、アプリケーション開発のための機能を「マイ

クロサービス」として提供する。マイクロサービスとは、大規模

なシステムを開発する際の課題を解決するためのソフトウェア

アーキテクチャの一つである。モノリシック（一枚岩）なアーキ

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

表 1　ARQLID のプラットフォームが提供する機能の概要

商業 医療 製造 金融 農業 交通 観光 オーダーメイド

モバイルアプリ開発
／位置情報

AI・機械学習 IoT DevOps データ
カタログ

SNS 購買情報スマートフォン 位置情報 センサー 機械データ 走行データ

ヒトとヒト ヒトとモノ モノとモノ

Solutions

Platform【マイクロサービス共通基盤】

データ収集・
可視化・分析

Things

各種データを
プラットフォームに
収集・蓄積

マイクロサービスを
組み合わせて

スピーディにご提供

図 1　ARQLID の概念イメージ
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テクチャを、ビジネス機能に沿って複数の小さい「マイクロサー

ビス」に分割し、それらを連携させるアーキテクチャを採用す

ることで、迅速なデプロイ、優れた回復性やスケーラビリティと

いった利点を実現することを目的としている[1]。

　ARQLIDでは、アプリケーション開発において共通して利用

可能な機能を部品化し、アプリケーションを構成する一つの「マ

イクロサービス」として組み込める形（具体的にはHTTP経由

で呼び出せるAPIなど）で提供する（図2）。

　一つのアプリケーション内で機能を論理的に分離すること自

体は以前からある考え方だが、マイクロサービスでは他のマイク

ロサービスと完全に独立しており、一方のマイクロサービスの変

更が他方のマイクロサービスに影響を及ぼさず、それぞれが単

独のプロセスとして稼働するため、アプリケーションとマイクロ

サービスを完全に分離することが可能となる。

　このマイクロサービスの利点を生かしてアプリケーション

の開発を行うことで、以下のような効果が得られる。

（1）スピード向上

　アプリケーション内部の機能にマイクロサービスを利

用することで、アプリケーション全体のコード量が著し

く減少し、開発スピードを大幅に向上することが可能と

なる。

（2）品質確保

　開発、デプロイ、テストといった一連の流れをアプリ

ケーションから切り離してマイクロサービス単位で行うこ

とができるため　品質をマイクロサービス単位に担保す

ることが可能となる。そのため開発の現場ではマイクロ

サービス以外の品質に注力することが可能となる。

（3）開発コスト削減

　開発およびテスト対象がマイクロサービス以外に限

定されるため、全体的な開発費用を抑えることが可能

となる。

2.3　DevOps支援ツールの提供
　昨今のビジネススピードに対応するために、アプリケー

ションを短いサイクルで改善する必要性が高まっている。こ

れを実現するために、ARQLIDでは「DevOps」型のアプリ

ケーションの開発と運用を支援するためのツール群を提供し

ている（表2）。

　DevOpsとは、開発（Development）と運用（Operations）

を組み合わせた造語で、開発担当者と運用担当者がお互いに協

調し合うことで、開発・運用するアプリケーションのビジネス価

値をより確実かつ迅速にユーザーに届け続けることを目的と

した抽象的な概念である。

　DevOps型のアプリケーション開発・運用の中核となる考

え方に、継続的インテグレーション(以降、CI）と継続的デリ

バリー（以降、CD）がある。CI(Continuous Integration)

とは、開発者がソースコードをコミットするたびにビルド、テ

スト、デプロイを継続的に実行することで、問題が複雑化す

る前に不具合を早期に検出し品質改善につなげることを目

的としている。CD(Continuous Delivery)は、コミット、ビ

ルド、テスト、デプロイという流れを自動化することで作業の

属人性を排除し、リリース作業のスピードアップを実現する

ことができる。

　ARQL IDではC IとCDを実現するためのツールとし

表 2　提供する DevOps 支援ツールの一覧

共通DB

個別DB

個別DB

個別DB

UI

ユーザ管理

注文管理

出荷管理

メインアプリ

モノリシックなアーキテクチャ

UI

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

マイクロサービスのアーキテクチャ

ユーザ管理

注文管理

注文管理

マイクロサービス

図 2　マイクロサービスのアーキテクチャ
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て、 Gitlab(バージョン管理）やJenkins(ジョブ管理）、

Redmine(タスク管理）等のWebベースで利用できるオープ

ンソースのソフトウェアをすぐに利用できるように構築済みの

状態で提供している。

2.4　DevOps支援ツールの提供
　ARQLIDには、2.2節、2.3節で述べた特徴の他にもいくつ

かの特徴がある。以下にそれらについて述べる。

（1）マルチクラウド対応

　ARQLIDは、お客様それぞれのデータ活用ソリュー

ションを、インターネット経由で利用するサービス型で

提供する。その際、ソリューションの実体となるアプリ

ケーションの実行環境、およびデータの保存先として、

インテックのデータセンター上のインフラやAmazon 

Web Services、IBM Bluemixなどのパブリッククラ

ウド上のインフラなど、複数のクラウドに対応している。

そのため、お客様のデータ保存に関する機密性保護要

件に応じて、アプリケーションの構築先を選択すること

が可能となる。

（2）他社ベンダーの製品・サービスの提供

　ARQLIDでは、マイクロサービスとして、自社開発機能

だけでなく、他社ベンダーのすぐれた製品・サービスを

サービスラインナップに取り込んで提供している。たと

えば、次章の活用事例で利用するマイクロサービスのひ

とつである「電子スタンプ」は、モバイル端末の活用方法

を広げる機能として提供している。このほか、ARQLID

ではAI機能におけるクラスタリング機能（PLSA／ベイ

ジアンネットワーク）など、多くの他社ベンダーの機能を

提供している。

  3.  活用事例
　ARQLIDが提供している「モバイルアプリ開発／位置情報」

に関するマイクロサービスでは、スマホアプリ開発で一般的に

利用される共通部品を提供している。これらの共通部品をお

客様のニーズに合わせて自由に組み合わせることで、スマホア

プリに最適なソリューションを提供することが可能となる。

　インテックではマイクロサービスを活用して、店舗からの

お知らせやクーポンなどのコンテンツをスマホアプリへ配

信するシステムを開発した。この章では本システムを元に

ARQLIDを利用することで実現可能なデータ活用ソリュー

ションとQCDの向上について紹介する。

3.１　新しい価値を提供するデータ活用
　本システムでは、「CMS（Contents Management 

System：コンテンツ管理機能）」で登録したコンテンツを

スマホアプリへ配信した後で、スマホアプリ利用者が実際の

店舗へ来店した際に「来店検知」を利用して来店を確認し、

クーポンを利用する際に「電子スタンプ」を利用して購入の

有無を確認することができる。そしてコンテンツの閲覧や来

店、クーポン利用などの結果を「行動ログの収集」を利用し

て収集し、独自の分析結果に基づいてレコメンドしたコンテ

ンツを「プッシュ通知」を利用してスマホアプリ利用者に通

知する（図3）。

ARQLID

購買後購買中

行動ログ
の収集

電子スタンプ

来店検知

コンテンツ閲覧

プッシュ通知

スマホアプリ
利用者

P

ユーザの行動サイクル

購買前

来店ログ

押印ログ

プッシュ通信ログ

CMS

店舗マネージャ

コンテンツ登録／
プッシュ通知設定

ユーザの行動ログ
分析情報

フィードバック

データの
可視化／分析

図 3　 システムの概念イメージ
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　本システムで利用したマイクロサービスの一覧を表3に示す。

　これまでのセールスプロモーションでは、アクセスログを

元に担当者の経験値や感性的な評価に頼って配信するコン

テンツを決めることが一般的であった。しかし本システムで

はスマホアプリ利用者の特性や閲覧ログ以外に、「来店検

知」や「電子スタンプ」を利用することでスマホアプリ利用者

の買物行動ログを分析の対象に加えている。これによりコン

テンツの配信がスマホアプリ利用者の行動にどのように影響

を与えたのか、その効果を客観的な数値データとして測定で

きるようになり、分析の幅を広げることが可能となった。

● これまでの課題

　アクセスログを利用することで大まかな数字と傾向を

把握することはできるが、マーケットを正確に把握する

にはユーザー一人ひとりの動きを確認する必要がある。

● データ活用の成果

　客観的な数値データを元にユーザーごとの評価が可

能となり、投資対効果を正確に把握できるようになる。

　以上のように、マイクロサービスを利用することで、セール

スプロモ―ションにおけるコンテンツ配信から効果検証を行

い、次のプロモーションの改善につなげる一連のサイクルを

回すことができるようになった。

3.2　QCDの向上
　今回利用した「来店検知」や「電子スタンプ」の仕組みを

一から開発する場合、単純に開発コストが発生する以外に

も、端末やOS毎の動作保証、省電力対応や検知精度の改善

などで膨大な検証時間が必要となる。マイクロサービスでは

これらの検証作業をアプリケーションと切り離して実施して

いるため、開発時の検証作業を大幅に軽減することができ

る。具体的には「CMS」を利用することでコンテンツ制作に

必要な管理システムの実装コストを削減することが可能で

ある。また「プッシュ通知」や「来店検知」、「電子スタンプ」

についても専用のライブラリをネイティブアプリへ組み込む

ことで利用することができるため、スマホアプリの実装コス

トを削除することが可能である（図4）。

　今回の事例ではマイクロサービスを活用することで、フル

スクラッチで開発する際に比べて工数を3〜4割程度削減

することに成功した。またARQLIDが提供しているCI環境

をそのまま利用することで、DevOpsを支援する各種OSS

ツールのインストール作業を削減することができた。これは

同様の環境を一から構築するのに比べて7〜8割程度の作業

工数削減に相当する。

　以上のようにマイクロサービスのアーキテクチャを採

用することで、開発者はビジネス・ロジックやUI（Use r 

Inter face）/ UX（User Experience）に専念できるよう

になる。またDevOps支援ツールを利用することで品質とス

ピードを担保したアプリケーションの開発を実現することが

可能となる。このような手法を組み合わせることで、昨今の

ビジネススピードに対応したスピーディかつ柔軟な改善を継

続的に提供することができるようになり、QCDを絡めた攻め

の品質向上を実現することが可能となる。

  4.  まとめ
　本稿では、統合データ活用サービスARQLIDについての

概要と、これを活用したデータ活用ソリューションの一つとし

て、セールスプロモーションのためのスマホアプリの開発事

例について紹介した。

　ARQLIDは、ビッグデータ・IoT・AI技術を基盤とする、ソ

リューション間で共通で利用可能な部品化された機能（マイ

プッシュ通知

来店検知

電子スタンプ

U I

ネイティブアプリ

Webアプリ
ケーション CMS

行動ログの収集

プッシュ通知

図 4　 スマホアプリのアーキテクチャ

表 3　活用事例で利用したマイクロサービスの一覧
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クロサービス）と、開発と運用を効率化するDevOps支援

ツールを提供することで、QCDの向上を実現する。

　セールスプロモーションのためのスマホアプリの事例で

は、新たなデータ活用として、スマホアプリ利用者の買物行

動ログの収集・分析により、従来難しかったプロモーション

の効果測定を細かに実施できるようになった。効果測定の

結果は、次のプロモーションを検討する際の判断材料とな

り、プロモーションを継続的に改善し、売上向上につなげる

ための重要なデータである。

　ARQLIDでは、その他に、ファシリティにIoTを適用した事

例や、システムの稼働状況を「見える化」する事例などがあ

る。今後もプラットフォームが提供する機能、およびこれを活

用したソリューション事例の拡充を推進し、データ活用によ

るお客様のビジネスの新たな価値の創造を支援していく。




