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自己紹介

•【株式会社CyberZ 藤井 貴大】

• OPENREC.tvでSREチームに所属

•負荷試験やDynamoDB周り、EKSなどを業務で深く触る

•最近Apex Legends始めました
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• CyberZ、OPENREC.tvについて

•オンデマンドモードで実現する、フォロータイムライン機能

• GSIを使った、視聴履歴機能

•監視

•まとめ



CyberZ、OPENREC.tvについて



CyberZについて

スマートフォンに特化した広告マーケティング事業や、
国内最大級eスポーツイベントである「RAGE」といったeスポーツ
事業などを運営

ライブ配信プラットフォームサービス「OPENREC.tv」もそのう
ちの1つ



OPENREC.tvについて

•ゲームを中心とした、高品質低遅延なライブ配信プラットフォーム

• AWS上にシステムを構築し提供

• 2015年1月 サービス開始

• 2019年 EKSの本番運用を開始



OPENREC.tvについて
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フォロータイムライン機能



フォロータイムライン機能とは

•自分がフォローしている配信者のライブ配信時系列順に追うこ
とができるページ・機能



前提



一般的な方式

•配信テーブルであるlivesに、
フォロー中のユーザーID一覧を
WHERE INで問い合わせる

•もしくは、livesテーブルに
followsテーブルをJOINする



一般的な方式のメリット

•データ構造がシンプルで、実装コストも低い

•複雑な検索も可能

• (フォロー数が多くないほとんどのリクエストは高速に取得
できる)



一般的な方式のデメリット

•フォロー数が増えるにつれ、クエリ速度が低下する

Read Heavy / Write Lightな方式



解決策1：フォロー数を制限

•ユーザーがフォローできるユーザー数に上限を設ける
• 例えば100人以上はフォローできない、等

• 実際に、数万ユーザーをフォローしている視聴ユーザーや
フォローを返している配信者など、
フォロー数の多いユーザーも数多く存在している

機能要件として、この解決策は難しい



解決策2

ユーザーごとに、タイムラインのデータを保存する



解決策2：ユーザーごとのデータ保存

•ユーザーごとに、タイムラインのデータを持ち、ユーザーごと
に時系列を維持する



解決策2：ユーザーごとのデータ保存
1. 配信開始時に、全フォロワー数分のタイムラインレコードを作成する

2. そのレコードを日時(配信開始時間)でソートされたデータストアに保存
する

3. タイムライン参照時、ユーザーは時系列順になった自分だけのタイムラ
インデータに高速にアクセスしてソートされた配信IDリストを取得

4. RDSの配信テーブルから、配信IDリストを使ってWHERE INで取得

Read Light / Write Heavyな方式



Write Heavyな構成のデメリット

•フォロワーの多いユーザーの配信開始時に、数万～数十万レ
コードの挿入が実行される

•データが挿入されるまで、ユーザーのタイムラインに表示さ
れない(反映遅延が認められる)

•データを分離することにより、複雑性が増す



この方式に必要な要素

•タイムラインデータを保存するデータストア
• RDS
• インメモリキャッシュ, etc

•データ構造の設計

•データ書き込みの非同期アーキテクチャ

•反映遅延の最適化・許容
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DynamoDB選定の理由

•時系列データの取り扱いに長けている

•高いスループット
• オンデマンドモードによる、高いスパイク耐性

•コスト
• オンデマンドモードによる、コスト最適化
• TTLによるストレージ削減



複合キーテーブルによる時系列DB

• DynamoDBでは、「Partition Key」に加えて「Sort 
Key」を指定した「複合キーテーブル」を作成可能

•複合キーテーブルでは、「Partition Key」ごとに、
「Sort Key」の値でソートされたデータを扱うことができ
る



実際のキー設計

•参照ユーザーIDを「Partition Key」に、
配信開始時間を「Sort Key」に
• ただし時間は重複の可能性があるため、末尾に配信IDを連結する

Partition Key Sort Key 参照先配信ID



数十万件の書き込みスループット

•タイムラインテーブルには、配信開始時にフォロワー数分だ
けの書き込みリクエストが発生する
• 2020/08 現在、フォロワー数が20万超のユーザーも存在
• スパイク耐性のため、予め高いキャパシティをプロビジョンしてお
くと、莫大な料金が発生する

オンデマンドモードによる料金最適化



オンデマンドモード

•実際に消費したキャパシティ数に応じて課金される料金体系
• もちろん、1キャパシティユニットあたりの単価は高め

•ソフトリミットによるスロットリングがないため、スパイク
アクセスに対しても、高いスループットを発揮できる

•また、直近の最大スループットの2倍まで自動でスケールし
てくれる



オンデマンドモード

•実際のタイムライン書き込みによるスパイクアクセス



プロビジョンド / オンデマンド

•プロビジョンドモードの場合は、オレンジ色の斜線の部分ま
で料金が発生する

•オンデマンドモードの場合は、
実際に消費した青線の
料金のみで済む



パーティションについて
• DynamoDBのパーティションは、1つあたり最大3,000読み
込みキャパシティまたは最大1,000書き込みキャパシティを保証
しますが、パーティション数を確認することはできません

• テーブル作成時に予め下記のスループットを発揮できるだけの数
が裏側で準備されます
• プロビジョンドモード：予約されたキャパシティに基づいて計算
• オンデマンドモード：12,000RRU もしくは 4,000WRU



パーティションについて
• しかし、今回の場合はそれ以上のスループットを最初から保証した
かったため、予めプロビジョンモードで数万のキャパシティを指定し
たテーブルを作成して、オンデマンドモードに切り替えることによっ
て、裏側のパーティションを十分に増やした状態でサービスインしま
した
• また、アカウントごとの読み込み書き込みそれぞれ最大40,000キャ
パシティという制限についても、制限緩和リクエストを送りキャパシ
ティ引き上げをしています



非同期書き込み

• SQS -> LambdaでDynamoDBへの書き込みを非同期化

• Lambdaでは、BatchWriteItemで25件ずつフォロワー
数分のレコードを書き込み



非同期書き込み：リトライ処理
1. AWS SDK内部でExponential Backoff
1. DynamoDBはデフォルトで10回のリトライ

2. Retryableなエラー等が返ってきた場合アプリケーション側
からリトライ
1. Lambdaのタイムアウトを適切な時間に設定して無限リトライ回避

3. SQSによるリトライ
1. 設定した回数Lambdaの実行をリトライし、失敗した場合DLQへ



非同期書き込み BatchWriteItemで
25件ずつ書き込み

リトライ処理含めて
失敗した場合はDLQに

失敗した場合はSQS
レイヤーからリトライ



注意点

• BatchWriteItemはUnprocessed Itemsを返すこと
があるので、正しくハンドリングするようにしておくこと
• 部分的なエラーの場合は例外が投げられない

• SQSの仕様上Lambdaが複数回実行される可能性があるた
め、Lambda内の処理は冪等になるようにする必要がある
• DynamoDBのPUTリクエストは冪等処理であるため問題なし



性能

•実際に21万フォロワーの配信タイミングのメトリクス
• 3500WRU/minほど消費
• 3500 * 60 = 210,000Records

•実際のLambdaの実行時間は10秒
• 平均21,000WRU/secで書き込み



参照

•複合キーテーブルでは、Query APIにPartition Keyを
指定して、Sort Keyでソートされたレコード一覧を取得

•消費キャパシティは、返却されるサイズによって計算される
• 4KBごとに切り上げ



参照：データの同期
• タイムラインテーブルには、配信情報等のデータを保持していな
いため、データに不整合が生じうる
• アンフォローした際にタイムラインテーブルから削除するかどうか
• 配信が削除された際にタイムラインテーブルから削除するかどうか

• OPENREC.tvでは、タイムラインデータの削除等は行わず、
アプリケーションレベルで参照時に除外するように

どこまでデータの同期を行うかを設計する必要がある



参照：データの除外処理

•アンフォローしてもデータは残る
• 参照時に「アンフォロー済みのユーザーリスト」を取得して除外

•削除・非公開動画でもデータは残っている
• タイムラインデータ取得後のWHERE INのSQLで除外

タイムラインデータは後述のTTLによって一定期間しか参照されない
ため、不整合データはAPIサーバー側で参照時に除外するように



参照：性能

•旧形式
• 300ユーザーフォローでAPIが1500msほど

•新形式
• 300ユーザーフォローでも100msほどで返却



TTLによるコスト削減

•タイムラインテーブルには、1日100万～300万レコード、
1ヶ月で6,000万レコードほど追加される

•新しいデータほど参照される、というアクセス特性がある

•ストレージ容量によるコスト増を抑えるため、TTLに1ヶ月
を指定して自動でレコード削除されるように

古いデータはほとんどアクセスされない



視聴履歴機能



視聴履歴機能とは

•その名の通り、視聴した配信・アーカイブなどを視聴した履歴
を見ることができる機能

•視聴した時間が近い順に、時系列でソートされて表示される

•以前からDynamoDBに保存していた「視聴地点のデータ」
を利用して提供



視聴地点について

•特定の動画について、「どの位置まで視聴したか」を保存して、
再度動画を開いた際に視聴中断地点から再生を開始する機能

•視聴中一定時間おきにDynamoDBに保存している
Partition Key Sort Key 更新日時



Global Secondary Index

•視聴地点テーブルのGSIを
ユーザーIDと更新日時の
複合キーで作成

•タイムラインと同様に
Queryで一定件数取得

更新日時

Partition Key Sort Key

GS
I

Partition Key Sort Key



GSIを利用する利点

1. 今までのデータについて、コピーや移行作業をすることなく利用
できる
• GSIはテーブル作成後に作成・削除が可能

2. Partition KeyとSort Keyの組み合わせが重複しても良い
• 今回の場合、更新日時が全く同じ時間になったとしても、レコードがまとめ
られたりすることはない



ハマった点
1. キャパシティ消費の傾向が元テーブルと異なる

• 元テーブルの更新日時がPUTなどで別の値に書き換わると、GSI側では「旧
レコードの削除」と「新レコードの追加」が行われる

• 結果として、元テーブルの2倍の書き込みキャパシティを消費した

2. GSI側の書き込みキャパシティが不足した場合、元テーブルの書
き込みがスロットルする
• 一定時間おきに更新日時を上書きしていたため、(1)の問題起因でスロット
ルが発生して一時的に視聴地点が書き込めないエラーが発生



監視



監視

現在監視の二系統化を進めていて、現状DynamoDBでは
• Zabbix
• CloudWatch Alarm

の2つで監視を行なっています
(どちらもCloudWatch Metricsのデータを参照)



メトリクス

• ReadThrottleEvents / WriteThrottleEvents
• スロットル発生件数

• ConsumedReadCapacityUnits / 
ConsumedWriteCapacityUnits
• 書き込み・読み込みの消費キャパシティ



ReadThrottleEvents / 
WriteThrottleEvents
• DynamoDBへの読み込み/書き込みリクエストがスロットル
した数のメトリクス

•一見すると、「読み込み/書き込みが失敗した数」であるが、
AWS SDKがデフォルトで10回のリトライ処理を
Exponential Backoffで実行しているため、実際にアプリ
ケーションレベルでエラーになっているとは限らない点に注意



ConsumedReadCapacityUnits / 
ConsumedWriteCapacityUnits
• DynamoDBの消費キャパシティのメトリクス

• OPENREC.tvでは、プロビジョンドキャパシティの70%の
値が継続していた場合warningアラートを飛ばす
• ただし、Auto Scalingを導入しているテーブルについては最大キャ
パシティの70%が続いた場合アラートを飛ばす

•オンデマンドモードの場合は監視していない



まとめ



まとめ
• DynamoDBは時系列データをユーザーごとに保存する用途として非常
に有用
• オンデマンドモードを利用することで、高いスループットとスパイク耐性
を持ったまま、料金を最適化できる可能性がある
• GSIを利用する場合は、キャパシティ消費について正しく把握してキャパ
シティプランニングをする必要がある
• AWS SDKがリトライ処理をしているため、スロットリング=失敗では
ない、用途に応じて適切なアラーティングが重要


