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Key Takeaways



Key Takeaways

• SmartNews がサービスとして世界展開をしていること 

• 世界展開におけるシステムの課題と AWS のグローバル系サービス群を利
用した解決方法 

• 課題解決の今後の展望
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SmartNews とは



SmartNews とは

日本発のサービスとして、北米なら
びに世界 150 か国以上で利用され
ているニュースアプリ

サービスの紹介



SmartNews とは

月間利用者数 20M+ (Aug 2019, 🇺🇸 🇯🇵 )

ダウンロード数 50M+ (Oct 2019, 🇺🇸 🇯🇵 )

従業員数 300+ (Apr 2020, 🇺🇸 🇨🇳 🇯🇵 )

拠点数 6 (Apr 2020, 🇺🇸 🇨🇳 🇯🇵 )

サービス、組織ともにグローバルなレベルで拡大中

サービスの規模



SmartNews とは
ニュース配信システム



SmartNews とは

Application

Container and Orchestration

Cloud Infrastructure

Infrastructure as Code

Monitoring

CI/CD

技術スタック

AWS



SmartNews とは

• Computation 
• Container Orchestration 
• Storage 
• Database 
• Networking/Routing 
• Asynchronous Messaging 
• Serverless 
• CDN 
• Security 
• Machine Learning 
• etc

利用している AWS サービス
SmartNews とは
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サービスの世界展開とシステム課題



サービスの世界展開とシステム課題

• SmartNews は日本発のサービス
として、北米ならびに世界 150 か
国以上でグローバルに利用されて
いる 

• 中でも米国においては主要な
ニュースアプリのひとつになりつ
つある

世界でのサービス展開



• 2018 年には英語圏におけるメディアへの送客元として yahoo.com を抜
いて第 10 位となっている (*1) 

• 2019 年には米国ユーザー数で前年比 5 倍以上を記録。米国で最も早く
成長しているニュースアプリとなっている 

(*1) 2018年12 月時点での第三者機関であるトラフィック解析サービス Parse.ly によるもの (https://blog.parse.ly/post/8225/december-2018-

referral-traffic-trends-google-discover-googleapis/) 

世界でのサービス展開
サービスの世界展開とシステム課題



• サービスを世界展開しているが、そのシステムは AWS の東京 region (ap-

northeast-1) のみで稼働している。それにより米国やその他の国・地域のユーザ
は high-latency な cross-pacific network アクセスを強制されてしまい、ニュー
スの取得・閲覧体験において日本国内と比べて数百ミリ秒程度の速度差が見ら
れる 

• 「サービスとしてすべてのユーザにニュース取得・閲覧体験の快適さを提供した
い」という強い思いと、「快適さが増えることによるユーザの中長期的なエン
ゲージメント向上への期待」から、大きな課題感を持っている

世界展開におけるシステム課題

サービスの世界展開とシステム課題
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AWS のグローバル系サービスによる解決手法



「サービスとしてすべてのユーザにニュース取得・閲覧体験の快適さを提供
したい」という強い思いと、「ユーザの中長期的なエンゲージメント低下
の懸念」から、米国やその他の国・地域のユーザからのアクセスにも可能
な限り low-latency で応答したい

解決したいシステム課題
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



• ニュース一覧をパーソナライズして配信しているため、ユーザごとに内
容が異なる。キャッシュヒットが期待できないため、CDN を利用して各 

edge location から配信する戦略は最適ではない 

• システムを複数 region に配置し、アクセスを適切に分散させる仕組みが
必要。また、システム全体のデータ整合性を保ちつつ各 region に配置す
る戦略が必要

課題解決のための戦略
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



• AWS Global Accelerator (AGA) を利
用する 

• AGAは anycast により複数の edge 

location から同時に公開される 

static IP アドレスを持つ。client は
短い経路で対応する AGA edge にア
クセスする。edge からは対応する 

AWS region 上の endpoint (ALB な
ど) に転送される

システムを複数 region に配置し、アクセスを適切に分散させる仕組み
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



• ユーザのネットワークトポロジーに応じた最適な AWS region が選択されるため、latency 向上が
期待できる 

• AGA の edge から AWS region 上の endpoint への経路として AWS backbone network が利用され
るため、サービスへの経路を最適化できる 

• Route 53 による latency-based DNS も検討したが、上記の AWS backbone network の利点と 
region 障害時を検討した DNS TTL のハンドリングの問題を検討し今回は見送り

AGA の利点
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



AGA を利用し、ユーザ
のアクセス元に応じて
適切な region 上のシ
ステムへ分散

ニュース配信アーキテクチャへの AGA の適用
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



• ニュース一覧をパーソナライズして配信しているため、ユーザごとに内
容が異なる。キャッシュヒットが期待できないため、CDN を利用して各 

region の edge から配信する戦略は最適ではない 

• システムを複数 region に配置し、アクセスを適切に分散させる仕組みが
必要。また、システム全体のデータ整合性を保ちつつ各 region に配置す
る戦略が必要

(再掲) 課題解決のための戦略
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



• すでにシステムで Aurora をメイン
データベースとして利用しているこ
ともあり、Aurora Global 

Database を利用する 

• データ書き込みを単一の region に
集約して write global、クラスター
を複数の region に配置して 

replication することで read local 
を実現する

AWS のグローバル系サービスによる解決手法
システム全体のデータ整合性を保ちつつ各 region に配置する戦略 (pt. 1)



• Aurora の cross-region replication 
(binlog) に比べ、Aurora 専用の 
storage layer での高速 replication によ
る replication lag 最小化と、writer に
対する負荷が小さいことを重要視 

• SmartNews の online workload は 
read-heavy であり、データ読み込みの 
performance が非常に重要。また、
multi-write によるデータ整合性担保の
複雑性を回避したい

AWS のグローバル系サービスによる解決手法
Aurora Global Database の利点



AWS のグローバル系サービスによる解決手法
Aurora Global Database の適用

write global による replication lag は Aurora 
Global Database により最小化しつつ、
application レベルでも consistent read が必要な
ビジネスロジックを局所化し、可能な限り cross-
region の writer への読み込みアクセスを避ける

データ書き込みを単一の region に集
約して write global、クラスターを複
数の region に配置して replication 

することで read local を実現する



• ニュース一覧をパーソナライズして配信しているため、ユーザごとに内
容が異なる。キャッシュヒットが期待できないため、CDN を利用して各 

region の edge から配信する戦略は最適ではない 

• システムを複数 region に配置し、アクセスを適切に分散させる仕組みが
必要。また、システム全体のデータ整合性を保ちつつ各 region に配置す
る戦略が必要

(再掲) 課題解決のための戦略
AWS のグローバル系サービスによる解決手法



AWS のグローバル系サービスによる解決手法
システム全体のデータ整合性を保ちつつ各 region に配置する戦略 (pt. 2)

• Distributed Cache として Redis を利用
している箇所には ElastiCache Global 
Datastore を利用する 

• Cache に対しても、単一 region に 

primary node を配置し replication を
各 region に配置することで write 
global / read local を実現する
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現状の取り組み



1.✅ 課題の定義 

2.✅ 解決策の立案 

3.✅ Proof of Concept による効果測定 

4.🏃 本番稼働における課題抽出 

5.🏃 移行計画の立案 

6.😴 本番稼働のためのマイグレーション

2020 年のロードマップ

現状の取り組み



• Proof of Concept として実際
の Multi-Regional Architecture 

を構築し、効果測定を行う 

• 「米国やその他の国・地域の
ユーザからのアクセスにも可
能な限り low-latency で応答し
たい」という課題がどう解決
されるかを検証する

Proof of Concept による効果測定

現状の取り組み



• US East (N. Virginia, us-east-1) を選択 

• AWS の新規 Product が比較的早く使えるようになる region であり、
SmartNews ですでに利用している実績があったため

効果測定対象の region の決定

現状の取り組み



• Service は Amazon EKS 上に構築 

• AGA の backend に ALB (k8s 
Ingress) を設定 

• Client からの request を最適な
region に振り分ける 

• us-east-1 には下記を作成 

• Aurora Global Database 
• ElastiCache Global Datastore

Multi-Regional Architecture の構成

現状の取り組み



検証方法

現状の取り組み

AGA Aurora Global Database ElastiCache Global 
Datastore Note

Case 1 無 無 無 Tokyo のみの場合と同等

Case 2 有 無 無 Aurora/ElastiCache は Tokyo 

へアクセス

Case 3 有 有 無
Aurora (read) は N.V., 

ElastiCache は Tokyo へアク
セス 

Case 4 有 有 有
Aurora/ElastiCache ともに

read は N.V. へアクセス

• SmartNews の Backend Service を選定し、Tokyo と N. Virginia (N.V.) の両 region の Amazon EKS 上に構築 

• 4 つの検証パターンについて API response time を測定 

• ElastiCache (Redis) は Aurora の cache layer として利用



検証方法

現状の取り組み

• 米国の西海岸 (Oregon: us-west-2) および東海岸 (N. Virginia: us-east-1) から、API endpoint に対する 
response time を測定 

• この API には、Aurora および ElastiCache からの read が含まれる 

• Request は Amazon EKS 上に構築した Locust cluster (https://locust.io/) から実行 

• 今回は高負荷試験ではないため、大きな負荷はかけていない



測定結果

現状の取り組み

西海岸、東海岸からの両方の場合において Case 4 では改善がみられた

Set up API Response Time (ms)

AGA
Aurora 
Global 

Database

ElastiCache 
Global 

Datastore

From Oregon (West) From N. Virginia (East)

Median 90pct Median 90pct

Case 1 無 無 無 220 230 320 340

Case 2 有 無 無 640 790 480 630

Case 3 有 有 無 370 380 220 220

Case 4 有 有 有 160 
(-27% vs Case 1)

170 
(-26% vs Case 1)

17 
(-95% vs Case 1)

27 
(-92% vs Case 1)

* EKS 上の Locust より request を送信しているため、Case 1 においても AWS backbone network 経由で Server にアクセスされる。そのため、Case 2, 3, 4 において AGA が提供する
AWS backbone network による Response Time の改善は効果測定できていない。 



検証結果

現状の取り組み

• AWS Global Accelerator, Aurora Global Database, ElastiCache Global 
Datastore により、API の response time を最大 95% 削減することがで
きた 

• (とはいえ) アメリカは広い 

• 東西海岸間で 4,000 km 以上の距離がある 

• 西海岸では東海岸ほど劇的な改善は見られなかった 

• 西海岸にも新しくarchitecture を構築することで改善は見込める 

• write-heavy な処理については、別途検討が必要
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今後のロードマップ



1.✅ 課題の定義 

2.✅ 解決策の立案 

3.✅ Proof of Concept による効果測定 

4.🏃 本番稼働における課題抽出 

5.🏃 移行計画の立案 

6.😴 本番稼働のためのマイグレーション

2020 年のロードマップ

今後のロードマップ



• online aggregation 以外の箇所をどのように Multi-Regional にするか 
• offline/online 両方の workload を持つ ranking や metrics pipeline など 

• Aurora / ElastiCache 以外の database への対応。DynamoDB Global Tables の使用を検討 

• write global / read local となることにより発生する replication lag をどのように対
応するか 
• consistent read が必要なビジネスロジックを局所化し、可能な限り cross-regoin の writer への読み込みア
クセスを避ける 

• region レベルの disaster recovery の運用設計 
• Aurora Global Database の failover / failback 検証 

• AGA の region traffic 切り替え検証 

• 一部サービスにおける cross-region network transfer のシステムコスト最適化

本番稼働における課題抽出

今後のロードマップ



• サービスとしてのダウンタイムが無いように、どのようにシステムを 

Multi-Regional Architecture に移行していくか 

• 移行中に問題が発生した時の rollback 手法はどのようなものになるか

移行計画の立案

今後のロードマップ
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まとめ



• SmartNews はサービスを世界展開しており、米国でも急成長中 

• 世界展開を支えるシステムにおける課題を AWS Global Accelerator, Aurora 
Global Database, ElastiCache Global Datastore を利用して解決しようとしている 

• Proof of Concept により効果測定を行い、最大 95% の latency 向上が見られた 

• 2020 年内の本番稼働にむけ技術的課題の抽出と移行計画を策定中 

 
結果については SmartNews Engineering Blog (https://developer.smartnews.com/

blog/) にて公開予定！ 
 

We ❤ AWS

まとめ



Thank you!
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