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•投稿レシピ数 239 万品以上 
•月間利用者数 5,939 万人 
(2016年3月現在)



技術スタック
•ほぼ全てのサービスが Ruby + Ruby on Rails 

• Golang, node.js, Python などの箇所も 

• Docker 
• 半数以上のシステムが Docker で本番稼働 

• Ubuntu w/ Itamae 

• CentOS w/ Puppet から移行中 

• 全サービスが AWS 上で稼働



クックパッドと AWS

• 2011年に DC から完全移行 

• 2016年現在 

• Amazon EC2 インスタンス: 700 ~ 1,200 台程度 

• Amazon S3 オブジェクト: 1億以上 

• ピーク時同時リクエスト数: 15,000 req/s 以上



AWS 利用サービス

•ほぼ全ての AWS サービスを利用・検証 

•今回のお話に関係するサービス 

• Amazon EC2, Amazon VPC (以降 EC2, VPC と表記) 

• Amazon Kinesis Streams (以降 Kinesis Streams と表記) 

• Amazon DynamoDB (以降 DynamoDB と表記) 

• Amazon Redshift (以降 Redshift と表記) 

• AWS Lambda (以降 Lambda と表記)



今日のテーマ: 
ログをいい感じにする



なぜログを集めるのか？

•Web サービスにおいてはログだけが “起きたこと” を示せる 

•サービス改善をするためには必要不可欠 

• 仮説の検証 

• パフォーマンス改善 

• システムトラブルの解消 

• etc…



収集しているログ
•PV ログ 

• ページ閲覧ごとに記録される 

• 閲覧数、検索動向の分析など 

• 広告系ログ 

• インプレッション、クリック、 
コンバージョン 

• 配信制御や効果測定に 

• アクティビティログ 

• ユーザ行動 (画面遷移など) 

• 施策検証、モバイルアプリの動作ログとして 

• 監査ログ 

•ユーザデータの作成・更新・削除、 
ログインログなど 

•サポート、セキュリティ監査などに 

•KPI 用ログ 

•“出来事” を記録するログ 

•UU, DU なども自動計算、KPI 管理用 

•システムログ 

•OS、ミドルウェアのログ 

•システム管理用 

•etc…



ログに求める要件

•確実に配送されること 

•できるだけ遅延が少ないこと 

•量を減らす (サンプリング) 必要がないこと 

•分析しやすい形で保持できること



ログに求める要件

いい感じに

•確実に配送されること 

•できるだけ遅延が少ないこと 

•量を減らす (サンプリング) 必要がないこと 

•分析しやすい形で保持できること



現在の規模

•Fluentd に流れているログ (概算) 

• データ総量: 500~700GB / 日 

• レコード数: 10億レコード以上 / 日 

• 秒間 10,000 ~ 30,000 レコードくらい

※イメージです



ログ収集の変遷

•2010年くらいまで 

• 巨大な MySQL テーブルに書かれる時代 (PV ログ, 広告ログのみ)

App ServersLB MySQL Master

MySQL Slave

pv_log table

User



ログ収集の変遷 (2011)

•まだ PV ログ, 広告ログのみ 

• Fluentd 導入 

• 開発者が自由にログを取得、保存できるように 

•ログは MySQL, MongoDB や S3 (EMR 用) に保存



Fluentd について

•ログ収集管理ツール 

• Treasure Data 社が OSS として開発 

•柔軟で書きやすい入出力プラグイン機構 

•バッファリング機能をデフォルトで持つ 

•ログのルーティングが非常にやりやすい 

•クックパッドではほぼ全てのインスタンスで導入



App ServersELB MySQL Master

MySQL Slave

ログ収集の変遷 (2011)

Log Aggregator
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ログ収集の変遷 (2012)

• Treasure Data 導入 

• SQL (HiveQL) アクセスできる Managed Hadoop (当時) 

• 集計の高速さ、利用の容易さも手伝ってログが急増 

• PV ログ以外のログも収集されるように



App ServersELB

ログ収集の変遷 (2012)

Log Aggregator
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Treasure Data

EMR ClusterAmazon S3

Developer



 ログ収集の変遷 (2013)

• Amazon Redshift 導入 

• toB 向け分析サービス (たべみる) のバックエンドとして 

• アプリケーションと直接接続する DB として利用 

• データは TD/MySQL からロードして加工 

• ログは主に TD からロード



App Servers
ELB

ログ収集の変遷 (2013)
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ログ収集の変遷 (2014~2015)

•色々なログがどんどん TD/S3/Redshift に蓄積されていく 

• Elasticsearch などへの送信もはじまる 

•流量や重要度、書き込み先が増すにつれ集約ノードがボトルネックに



2015年中旬くらいの構成
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なぜ集約ノードを使っていたのか

•設定の単純化 

• 全サーバに個別に設定を反映していくのは非効率 

• 集約ホストのルーティングのみを変更すれば良い 

•スループットの最大化 

• データ自体のアグリゲーション 

• バッチ書き込み (Elasticsearch など)



起きていた問題

•集約ノードの負荷問題 

• 流量増加で負荷が上がり続ける 

• そのままではマルチコアを使えないのでプロセス分割で頑張ったり… 

• 高負荷時のオペレーションミスで何度かログデータをロストする事故もあった 

(根本原因がどこにあるかは不明) 

• 出力先への送信頻度 

• 出力先を “詰まらせてしまう” ことがある (Elasticsearch など) 

• 送信バッファを使って待っておくかログ量を減らす必要があった



必要としていたもの

•送信先の集約 

• 各インスタンスからは「特に考えずデータを送れる」状態 

•ログデータの適切な保護 

•安定したパフォーマンス、扱いやすいスケールモデル 

•アプリケーションがログを pull できるモデル 

• 処理粒度やパフォーマンスの違うシステムでも 

同じデータストリームを扱えるように



Amazon Kinesis Streams



Amazon Kinesis Streams

•分散メッセージングサービス 

• 3 DC 間でのレプリケーション 

• 分散構成による容易なスケーラビリティ確保 

• pull 型のデータ取得 

• フルマネージド 

• “安全な土管”



Kinesis Streams vs Apache Kafka?

• Apache Kafka 
• OSS の分散メッセージングシステム 

• Twitter, Netflix, 楽天 などが利用 

•どちらも要件を満たすがまずマネージドな Kinesis Streams から 

• 運用負荷の軽減も目的の一つだった



これまでの転送モデル

ElasticsearchDynamoDBS3

Aggregator

Producer

Consumer



Kinesis Streams での転送モデル

ElasticsearchDynamoDBS3

Kinesis Streams

Producer

Consumer

Consumer が 
Subscribe する



Kinesis Streams による pull 型送信の利点

•ログの取り扱いを取り込み側が制御しやすい 

• 「どのくらい」ログを取り込むか 

• 取り込みの一時停止、再開 

•ログそのものをストリームとして保持しておける 

•送信側は「とにかくログを送る」だけでいい



Kinesis Streams での転送モデル

ElasticsearchDynamoDBS3

Kinesis Streams

Producer

Consumer

test app

Subscribe すれば
データが流れる



Producer



Kinesis Streams Producer をつくる

•送信そのものには Fluentd (fluent-plugin-kinesis) を利用 

• インスタンス内のバッファリング 

• ログのルーティング 

• アプリケーションのコードを変更する必要がない 

•集約ノードからの送信から開始 

• 最小限の変更で検証できるように



構成

Log Aggregator

Kinesis Streams

App Servers App Servers App Servers



集約ノードの負荷問題

•ログ流量に対してスループットが出ない 

(CPU 負荷) 

• スケールアップしても根本解決できない

Log Aggregator

Kinesis Streams

App Servers App Servers App Servers



集約ノードの負荷問題

•ログ流量に対してスループットが出ない 

(CPU 負荷) 

• スケールアップしても根本解決できない 

•各 App サーバから直接送信するように

して解消

Kinesis Streams

App Servers App Servers App Servers



レコード数多すぎ問題

•1レコード数 KB, 大量のレコード数 

• 1シャードが処理できるのは 1,000レコード / sec 

• 1レコード 1MB までサポートされているのに… 

• 全てを捌くためには多くのシャードが必要に… 

• 💸💸💸



Kinesis Producer Library (KPL)
• Kinesis へのデータ送信を “いい感じに” してくれるバイナリ (コア部分は C++) 

• リトライ、シャード数最適化、レコード集約、メトリクス送信 

• 1 Kinesis レコードに複数レコードを詰め込むことでスループットを上げる 

• 実装としては Protocol Buffers 

• 独立したプロセスとして動き IPC でログを受け取る

msg1 msg2 msg3 msg4 msg5 msg6 msg7

1MB

msg1 emptyこれまで

KPL



fluent-plugin-kinesis

• https://github.com/awslabs/aws-fluent-plugin-kinesis 

• KPL を使った送信に対応 

• Fluentd プロセスの子プロセスとして KPL が起動する

https://github.com/awslabs/aws-fluent-plugin-kinesis


KPL による集約の導入

•レコード数が激減 

• シャード数が減らせるようになった 

• 時間ごとのレコード数の振れ幅も小さくなった

集約開始



Consumer 
※現在は試験運用中



広告ログ

•クリック、インプレッション、イベントログ 

•流量が非常に多い 

• 単体で 15,000 レコード/秒を超える 

•配信制御、成果報告に利用 

• 欠損、(大きな) 遅延がビジネス上クリティカルに 

• 準リアルタイムなデータ集計が要求されるように



広告ログ: 構築している収集・集計

•Fluentd で Treasure Data と Kinesis Streams に送信 

• Treasure Data でバッチ集計 

• Kinesis Streams から Lambda function へ 

• Lambda function から S3 に送信 (+ Redshift インポート) 

• Lambda function で集計して DynamoDB に格納 (速報データ) 

• Redshift, Treasure Data のデータを MySQL に格納して利用 

• DynamoDB のデータは直接利用



構成

Log Aggregator

Kinesis Streams

App Servers App Servers App Servers

Treasure Data

S3

Lambda function

Lambda function

DynamoDB

Batch Server

Redshift Cluster



Lambda と Kinesis Streams

•相性が良い 

• シャード数単位で実行コンテナがスケールする 

• リトライ機構をもつ 

• EC2 インスタンスの管理が不要 

• (個人的に) Ruby が使えるようになってくれると嬉しい…!



Lambda と KPL

• KPL で集約されたレコードをほどく必要がある 

• AWS が Lambda で使えるライブラリを出している 

• https://github.com/awslabs/kinesis-aggregation

msg1 msg2 msg3 msg4 msg5 msg6 msg7

https://github.com/awslabs/kinesis-aggregation


運用について
•合計40シャードくらい 

• KPL で集約していないストリームも含む 

• 動的なシャードの増減はしていない 

• シャードは2倍にするか1/2にするかの選択肢しか基本的にない 

• シャードキーが十分に分散していることが前提 

• シャード単位のメトリクスが取得できるようになった 

• ホットなシャードがないかなどの監視がしやすい



ログに求める要件

•確実に配送されること 

•できるだけ遅延が少ないこと 

•量を減らす (サンプリング) 必要がないこと 

•分析しやすい形で保持できること



ログに求める要件

•確実に配送されること 

• DC 間でレプリケーションされるように 

•できるだけ遅延が少ないこと 

• 今のところレコード遅延はほぼない 

•量を減らす (サンプリング) 必要がないこと 

• ログを受ける (subscribe する) 側で調整できるようになった 

& Streams 自体も簡単にスケールできるようになった 

•分析しやすい形で保持できること 

• ログ自体を貯めておけるので試行錯誤もしやすい



Kinesis Streams つらいところ
•S3, Redshift に送るのに Consumer をはさむ必要がある 

• Kinesis Firehose Tokyo region を…！ 

•開発者側でログルーティングをする必要がある 

• 現在は Consumer 側や Producer 側でがんばる 

• Streams は1つ & 特定のタグのみ, といった pull がしたい 

• VPC Endpoint がない (NAT か public IP が必要) 

• 2倍 or 1/2 でシャード増減する API が欲しい 

• シャードごとに操作が終わるまで待つ必要がある



今後やりたいこと

•Kinesis Streams (+ Lambda) を使ったログ処理の拡充 

• IDS, WAF ログの収集、分析 

• ストリーム自体が保持されているので試行錯誤はしやすくなった 

• 広告ログ以外の準リアルタイム集計、分析 

• Spark Streaming などの利用



まとめ

•Fluentd, Amazon Kinesis Streams を中心とした 

ログ収集、分析基盤とその変遷についてお話しました 

• push 型から pull 型による処理へと転換 

•データ流量に応じて適切なアーキテクチャを選びましょう 

• Kinesis Streams 自体の管理コストはもちろん増える 

• 流量が少ない環境であればオーバーな構成かもしれない



PR



We’re hiring !!!



https://recruit.cookpad.com/

https://recruit.cookpad.com


毎日の料理を楽しみに

Thank you!


