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コンテンツの変化はインフラの変化

ソーシャルゲームにおける
バンダイナムコゲームスの適応力



セッション概要抜粋

フィーチャーフォンからスマートフォンへ。
携帯・WEBコンテンツからソーシャルゲームへ。 オンプレミスからAWSへ。
ソーシャルゲームの事例を元に、AWSのポイントや苦労した点なども赤裸々に語ります。
コンテンツの変化にバンダイナムコゲームスがどう適応してきたのかをお伝えします。

ハードルが高い・・・



改めてセッションタイトル



Agenda



１．これまでのインフラ
オンプレミスからパブリッククラウドへ



自己紹介①

K a z u m i  T s u c h i y a

土 谷 三

株式会社バンダイナムコゲームス
第2事業本部 第2ディビジョン システム部 システム開発課
アシスタントマネージャー

1997～2006 HPC関連の業務に従事
2007～ 株式会社バンダイネットワークス
2009～ 株式会社バンダイナムコゲームス ←いまここ

JAWS-UG（AWSユーザグループ）と
VMUG（VMwareユーザ会）をひょろりひょろりと渡り歩く
自称インフラエンジニア

KazumiTsuchiya3

@tanizosan

好きなAWSサービス
Amazon S3
サイト公開が簡単



作っているもの

プロダクト・キャンペーンサイト
ブラウザゲーム

ネットワークコンテンツ

iOS/Androidアプリ
ソーシャルゲーム

主戦場

キャリア公式サイト
携帯ゲーム・アプリ



コンテンツの変化

スピード感

予測困難性



インフラルール、実は・・・

原則
オンプレミス

by Arthur40A



求められるインフラの変化

by Arthur40A

キャパシティの限界

運用をしながら止めない

いつ、どれだけ増減？



昔々、東京リージョンがなかった頃

北米・欧州案件来たから、IDC検討して

それはちょっと・・・（嫌です）



海外向けコンテンツ

日本初
APNプレミアコンサルティングパートナー



そうだ！

ソーシャルゲーム

でやってみよう！



インフラの選択

原 則 適 材 適 所 スピード感 予測困難性

やりたいこと vs. インフラの特徴



２．利用しているAWSサービス
ソーシャルゲームで使ってみました



自己紹介②

T a k a s h i  N i k i

仁 木 貴 之

株式会社バンダイナムコゲームス
第2事業本部 第2ディビジョン システム部 システム開発課
アシスタントマネージャー

1997～ ゲーム、テーマパーク、Web関係のお仕事
2007～ バンダイネットワークス
2009～ バンダイナムコゲームス ←Now

オンプレミスもAWSも使うサーバエンジニア
コーラスとバイオリン修行中

takashi.niki.1

@tnn68030

好きなAWSサービス
RDS Multi-AZ



Amazon Web Services (AWS)

なぜ使っているか？

・世界各地のリージョン
・日本語サポート
・リソース枯渇の心配をしなくて良い
・調達、廃棄が簡単
・豊富なサービス
・強力な運用サポートツール

使いどころは？

・海外向け案件
・短期集中型キャンペーン
・ソーシャルアプリ ←今日のメインはこれ



Amazon Web Services (AWS)

どんな使い方をしているのか?

・EC2だけで全て構築することも出来ますが・・・



Amazon Web Services (AWS)

・やっぱりAWS使うならこうでしょう!

どんな使い方をしているのか?

Multi-AZ ReadReplica

DynamoDB S3EC2ElastiCache

ELB

RDS

CloudFrontSESSQS



Amazon Web Services (AWS)

どんな使い方をしているのか?

・AWSの各サービス毎にご紹介



Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

なぜ使っているか？

・圧倒的なスケーラビリティ！
・増減が簡単

使いどころは？

・鉄板のWebサーバ
・前述のオンプレミスの件の通り…

昨今のサービスは負荷の予測が大変困難

・ユーザー増 → 落ちそう！
EC2増設＋ELB組み込みを日々実施

※当初5台予定が、いまや○0台のものも
※○0台用意したけど、5台…のケースも

サービス期間 →

↑

ユ

｜

ザ

｜

数

予定

現実現実現実現実



Amazon Elastic Load Balancing (ELB)

なぜ使っているか？

・自動スケールアウト
・シンプルなロードバランス
・難しい設定無し
・GUIで簡単に設定可能

使いどころは？

・Webサーバのロードバランス
EC2増設 → Programデプロイ → 動作検証 → ELB組み込み

・本番系のミドルウェアをVer.Upしたい！
→半分だけ切り離してミドルウェアVer.Up

→組み戻した後、残り半分を切り離して動作検証
→不具合が発生したら、即残りの半分に切り戻し

※本番環境の過負荷状態時のみ起こる不具合の検証前提
→普段はテスト環境で確認してから投入！



Amazon Relational Database Service (RDS)

なぜ使っているか？

・運用が楽
・Multi-AZの冗長性＆データ保全性
・強力なバックアップ機能
・ReadReplica
・スケーラビリティ

使いどころは？

・更新系はMulti-AZのマスターDB、
参照系はReadReplicaへ（一般的）

・EC2でHA-Proxyを稼動させ、
RRの障害対処/増設を簡易に

HAProxy

Insert / Update / Delete Select



Amazon Elasti Cache

なぜ使っているか？

・運用が楽
・増設が簡単
・CloudWatchでmemcache専用のデータが取得できる

使いどころは？

・一般的なKVSの使い方
消えても後から取れば良いもの（キャラクタのパラメータ等）
マスタDBを1回だけselectして情報を保持

・一部、黒魔術的な使い方も・・・



Amazon DynamoDB

・必要に迫られて…
・超高速RDSか不揮発性のElastiCacheが必要になった

なぜ使っているか？

使いどころは？

・不揮発性KVSのような使い方

・RDSの更新頻度が高い処理を分離
→ソーシャルゲーム内イベントのような

ユーザーが同時間内に押し寄せて更新処理が追いつかなくなる場合



Amazon Simple Queue Service (SQS)

・自前でキューを作らなくて良い！
・非リアルタイムなDB更新処理に最適
→更新処理を待たなくて良いためレスポンスが良くなる！

なぜ使っているか？

使いどころは？

・ユーザーＡさんのバトルを手伝ってくれたフレンド全員に報酬を配る
→ユーザーＡさんのデータはリアルタイムで更新

フレンドへの報酬配布は、キューにスタックしておいて適宜配布



Amazon Simple Email Service (SES)

・EC2からのメール送信は意外と大変
→AWSへ許可申請（ブラックリスト解除）が必要になり

EC2は簡単に増設できても、メール送信申請に時間がかかる

なぜ使っているか？

使いどころは？

・管理ツール等（バックオフィス）からのメール通知に使用
・メール同報系に使おうとしたら…失敗（後述のTipsで紹介）



３．Tipsなどいろいろ
良かった、悪かった、苦労した、悩んだ、お願い



自己紹介③

S h i n t a r o K a w a h a r a

河 原 真 太 郎

株式会社バンダイナムコゲームス
第2事業本部 第2ディビジョン システム部 システム開発課
チーフ

2002～2007 家庭用ゲームプログラマとして従事
2007～ 株式会社バンダイネットワークス
2009～ 株式会社バンダイナムコゲームス ← Now

AWSを使ったサービスは201204くらいから！（まだまだヒヨっこ）

shintaro.kawahara

@montyaku

好きなAWSサービス
Amazon Dynamo DB
響きのみで選択



いろいろと
分かってきました



とりあえずこんな感じ



Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

突発的なアクセス増加や新機能投入時の性能劣化はスケールアウトでカバー

スケールアウトで無理矢理安定 ＆ 並行でチューニング

安定してからスケールイン

スケールアウトしていくと・・・EIPが足りなくなる！

初期は5個しかない…

AWSに理由も添えて事前に申請

どんどんスケールアウトできるけど…管理が煩雑になる！

急激なアクセス増加をスケールアウトで凌いで … その後大変

規模に関係なく「chef」「puppet」等でのインフラ管理がおすすめ



データ転送量とコスト

1GB単価 S3 CloudFront

～1GB $0.000 ー

～10TB $0.201 $0.201

～40TB $0.158 $0.148

～100TB $0.137 $0.127

～350TB $0.127 $0.106

Amazon S3 → Amazon CloudFrontを活用

httpで参照される画像ファイルや静的データは安価なCloudFrontに

転送料が、が、が、が・・・

サービスを継続させるために横展開で対応

思った以上のデータ転送量＆コストにビックリ！



Amazon Relational Database Service (RDS)

スケールアウト・インをフレキシブルに対応

Amazon EC2にHA-Proxyを導入

Read Replicaの スケールアウト／イン ・ 障害時の自動切り離し が簡単

開発・運用者の負担軽減 ＆ 緊急対応をインフラチームのみで対応可能

書き込み帯域を確保するためPIOPSの活用

CloudWatchのIOPS値を見ながらパラメータを設定

リミット「10,000 IOPS」（これ以上はAWSに申請）

今は移行機能が付いた！まだ試してないけど

PIOPS化にdump/restoreが必要だったから肥大化後は大変昔

今



Amazon Relational Database Service (RDS)

レプリケーションラグが増えすぎて止まらない

更新頻度の高いテーブルに対して張られたindexの更新が多いと発生

クエリを見直し（indexを張らない）

スペックが Master > ReadReplica だと追いつかないことがある

Read Replica作成時にMaster DBがちょっと止まった

稼働しながらReadReplicaを作成 or 自動バックアップ時

ユーザが多いと、更新ログも大きくなる

更新系がロック



Amazon ElastiCache

コネクションエラーが大発生

キャッシュデータが多く、帯域をつぶしていた

単体で持っていても問題ないキャッシュデータは
EC2にmemcacheを導入して、ローカルに持たせる

ElastiCacheに持たせるキャッシュデータは必要最低限

ElastiCacheのスケールアップも有効だが、諸般の事情でなし

アクセスが集中し始める21時台から
ElastiCacheに接続できないエラーログが発生



Amazon Simple Email Service (SES)

受信拒否設定されていると・・・

キャンペーンでフィーチャーフォンにメール送信する仕組みを作成

sendmail中継サーバを作って、そこから送信

指定受信ドメインの設定ではじかれる

ユーザ「解除したのに受信できない！」

一度はじかれると、一発でブラックリスト行き !?

メールアドレス毎にリストから手作業で解除



Amazon Simple Queue Service (SQS)

とりあえず使ってみた

意外にキューの取り出しに時間がかかる

取り出すサーバは並列稼働

「ユーザA」に「ユーザB」が起こした行動の対価を付与

キューに入れる バッチサーバ1台から取り出す データ更新

投入するサーバ N台 取り出すサーバ 1台：

投入するキュー数 取り出すキュー数＞

キューが減らない…

投入するサーバを1台にして解決



教えて！分かる人！



Amazon Relational Database Service (RDS)

さっぱり分からなかった

Logのタブ：「スロークエリログ」「クラッシュレポート」など重宝

昔

今

m2.4xlargeでコネクション数6,000を超えたら、突然負荷低下

高負荷で接続できなくなりrebootしていたらしい

どうも限界がある？

コネクション数の限界？

RDSの中で何が起きているのか？



Amazon DynamoDB

パラメータが読みにくい

バックアップ自動化

Count
CloudWatchの数値

≠ Unit
設定するThroughput値

5分 秒難しい !

かなり余裕を持った値で設定瞬間最大値がほしい！（熱望）

何とかなりませんか？？？

RDSくらいの機能がほしい！（熱望②）



CloudWatch

スパイクをキャッチしづらい！

たくさんのプロジェクトを一度に見たいんだけど…

間隔 CloudFrontのエラー

CPU使用率など 1分

DynamoDB 5分

特定のアクセスやタイミングの
スパイクをキャッチしづらい

分からん！

プロジェクト毎にアカウントを分けて管理

複数プロジェクトを同時に見るために、異なるブラウザ …で確認

メモリ食うし、見るの大変だし、何とかなりませんか？（熱望③）

Chromeアカウント切替も
ありですが



わたし悩んでます



システム構築

負荷テスト用に本番と同じ環境を作ってみた（数十台構成）

運用の仕方が変化したため、正解模索中！

本番環境を丸ごとコピーすれば、本番負荷試験が直ぐにできる!

・・・というほど甘くなかった

フィーチャーフォン iOS/Androidアプリ・ソーシャルゲーム

死活監視アラート出たら対応 出たら手遅れ

性能監視が重要
毎日CloudWatchとにらめっこ



これからこれから



これから使ってみたい

Amazon Redshift

大量のログの集計・分析・解析に

運用楽したい ミス無く素早く！

Amazon Elastic MapReduce (EMR)

AWS OpsWorks

冷凍庫 消せないけど、めったに使わないデータ置き場

Amazon Glacier

いつの間にかデフォルトになってる！ 上手い使い方は？

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)



ご清聴いただき
ありがとうございました

一 緒 に 頑 張 っ て い き ま しょ う


