
『朝日新聞デジタル』の公式アプリ全面リニューアルに際し
コンテンツマスタ DB に Amazon DocumentDB を採用
カテゴリ検索など操作性の向上により
ユーザーの利用頻度が 20% 向上

株式会社朝日新聞社

ドキュメントデータの抽出が容易な
コンテンツマスタ DB の導入を検討

「ともに考え、ともにつくる」を企業理念に、
豊かな暮らしに役立つ総合メディア企業へ
と進化を続ける朝日新聞社。同社が運営す
る『朝日新聞デジタル』は、インターネット
黎明期の 1995 年から続く老舗のニュー
スサイトです。会員数は PC 版とアプリ版
を合わせて約 375 万人、月間 PV は約 2 
億、アプリ版の 1 日あたりのユニークユー
ザー数（DAU）は 6 万人ほどに達していま
す（2020 年 5 月時点）。
アプリ版の朝日新聞デジタルは、2012 年の
サービス開始以来、リニューアルを重ねてき
ました。しかし時が経つにつれてユーザーか
ら使い勝手向上を求める声が届くようにな
りました。「そこで UI と UX を向上させるた
め、約  6  年ぶりに公式アプリを全面リ
ニューアルすることにしました。外部ベン
ダーに委託していた開発体制も見直し、内製
化を進めることにしました」と語るのは、デ
ジタル・イノベーション本部 カスタマーエ
クスペリエンス部 次長の守安克二氏です。
UX 向上を目指すあたり、旧アプリの基盤
では記事配信の設計に課題がありました。
デジタル・イノベーション本部 カスタマー
エクスペリエンス部の西川哲矢氏は次のよ
うに語ります。
「これまで記事のマスタには、一定期間・
ジャンルごとの記事をバッチ処理によって 
ZIP 形式ファイルで蓄積させた、Amazon 
S3 を用いていました。そしてアプリへは、

Amazon CloudFront 経由のそれらのエン
ドポイントを Web API を通して配信する
ことしかできませんでした。そのため、過去
記事がピンポイントで検索できず、ユー
ザー特性に応じた記事を呼び出せない制約
がありました。その問題を解決すべく、新ア
プリではドキュメントデータの抽出や容易
な機能開発が可能なコンテンツマスタ DB 
を導入することを決定しました」

Read 性能とフルマネージドを評価し
Amazon DocumentDB を採用

コンテンツマスタ DB として NoSQL DB 
を検討した同社は、ドキュメント指向を徹
底するため、構造化された記事の保存が簡
単で、導入実績が豊富な MongoDB に着
目。MongoDB の互換 DB として 2019 年 
5 月に東京リージョンで利用が可能になっ
た Amazon DocumentDB の採用を決めま
した。選定の理由は、パフォーマンスの高
さ、スケーラブルかつ高可用性のフルマ
ネージド型サービスであること、インデッ
クスの作成が容易なことの 3 点にありま
した。デジタル・イノベーション本部 カス
タマーエクスペリエンス部の岡本樹氏は次
のように語ります。
「Amazon DocumentDB は、Read の参照
性能が高く、100 万単位のリクエストに耐
えられる高い性能を保持しています。加え
てフルマネージドによって、スケーリング、
バックアップ、パッチ適用といった運用か
らも解放されることから、開発・運用コスト

の軽減につながると判断しました」
実装に際しては、DB への記事登録から、
API による取り出しまでを検証する PoC 
を 2019 年 9 月末から約 3 週間にわたっ
て実施。そこで浮き彫りになったパフォー
マンスの問題などを解決してから開発に着
手し、2019 年 12 月までに完了しました。
その後、単体テスト、フロント側との結合テ
ストなどを経て 2020 年 3 月に本番環境
を立ち上げ、2020 年 4 月 13 日より新ア
プリに切り替えました。
「DB に記事を蓄積するバッチ処理では、
AWS Lambda、AWS Step Functions、AWS 
Kinesis Data Streams によるサーバレス
アーキテクチャを採用しました。API は  
AWS Fargate でコンテナ化し、Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) 
で管理しています」（岡本氏）
バックエンド側の内製開発は、12 名のエン
ジニアで対応し、バッチ処理、API、インフ
ラの 3 チーム体制としました。独自のロ
ジックは避け、データの流れに従いながら 
AWS のマネージドサービスで完結する方
針を貫いたといいます。
「特にワークフローの作成を支援する AWS 
Step Functions を採用したことで、スクリ
プトを書く手間が減りました。AWS のソ
リューションアーキテクトからもバッチ処
理やイベントの使い方などについて適宜ア
ドバイスを受けたこともあり、内製化によ
る開発はスムーズに進みました」（西川氏）

過去記事の検索性が飛躍的に向上
ユーザーの関心に応じた記事を表示

新アプリでは、Amazon DocumentDB を搭
載したことで検索性が飛躍的に向上し、
ユーザーの関心に応じた過去記事を表示で
きるようになりました。運用コストも旧ア
プリの仕組みと比べて、月額で 30% 削減
できています。
「メモリ容量が制限内ならデータ量が増え
ても同一価格で利用できます。今後、蓄積さ
れる記事の量が増えていく中、テキスト
データを扱う限りは制限内のメモリ容量で
対応ができ、定額料金を維持したままサー

ビスの改善が続けられることは大きなメ
リットです」（岡本氏）
開発環境についてもコンテナの採用によっ
てローカル環境、検証環境などそれぞれ単
体でテストが実行できるため、短期間で改
善サイクルを回すことが可能になりまし
た。内製化によってシステムのブラック
ボックス化も解消され、開発スピードの大
幅な向上が期待されています。
「マネージドサービスやサーバレスアーキ
テクチャの導入で、ソースコードの作成を
省き、負荷がかからない開発環境を手に入
れることができました。エンジニアがス
ピード感を持って新機能を追加したり、不
具合を改修できるなど内製化のメリットを
実感しています」（守安氏）

ユーザーに寄り添うアプリを目指して
クラウドネイティブなアーキテクチャへ

リニューアルした公式アプリは、より直感
的に記事を見つけられるようなったり、起
動時や操作時のレスポンスが向上したり
と、操作性が大きく向上。その結果、ユー
ザーの利用頻度が増え、1 日あたりの平均
起動回数は 1.9 回から 2.3 回へと、従来比
で約  20% 向上しています。今後もユー
ザーに寄り添うアプリを目指して、クラウ
ドネイティブなアーキテクチャへと改善を
図っていく考えです。
「日々改善を進めていくことが、結果として
機能強化やランニングコストの削減につな
がると考えています。PC 版のプラット
フォームも含めて、AWS には引き続き最新
情報を提供いただきながら改善を進めてい
きます」（守安氏）
一方で今回のアプリ開発で採用した AWS 
Kinesis Data Streams には大きな可能性を
見出しており、ストリームデータを活用し
た新機能の実装も構想中です。西川氏は「位
置情報やヘルスケア情報等、リアルタイム
データを活用した機能提供やユーザーのロ
グデータを活用した品質改善など、お客様
により大きな安心感を届けられるよう、
AWS サービスのさらなる活用を検討して
いきます」と語ります。

全国紙の『朝日新聞』やニュースサイトの『朝日新聞デジタル』などの媒体を通して、
幅広い報道活動を展開する株式会社朝日新聞社。同社は 2020 年 4 月に朝日新聞
デジタルの公式アプリを全面リニューアルするにあたり、アプリの配信基盤をアマゾ
ン ウェブ サービス（AWS）で構築。過去記事を保存するコンテンツマスタ DB に、
MongoDB 互換の Amazon DocumentDB を採用しました。パフォーマンスの高さ
と可用性の高さ、メンテナンスの容易さを備えた Amazon DocumentDB の活用に
より、記事のカテゴリ検索などに柔軟性を持たせながら、運用コストの低減を実現し
ています。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon DocumentDB
●  AWS Lambda
●  AWS Step Functions
●  Amazon Kinesis Data Streams
●  Amazon Cloudwatch
●  Amazon ECS
●  Amazon ECR
●  AWS Fargate
●  Amazon CloudFront
●  AWS CodePipeline
●  AWS CodeBuild
●  AWS CodeDeploy

ビジネスの課題
● 『朝日新聞デジタル』の公式アプリの 

UI と UX の向上
● 開発体制を外部ベンダーへの委託か
ら内製へと移行

● コンテンツマスタ DB の導入による過
去記事の検索性の向上

AWS を選択した理由
● 秒間最大 100 万リクエストに耐える 

Read の参照性能
● スケーラブルかつ高可用性のフルマ
ネージド型サービス

● インデックスの作成が容易

AWS 導入後の効果と今後の展開
● 過去記事の検索性の大幅な向上
● 過去記事の抽出に関する運用コストを
月額で 30% 削減

● 改善サイクルの短縮化とデバッグ工数
の削減

● 開発体制の内製化による開発スピード
の向上

● アプリの利用頻度がリニューアル前よ
り約 20% 向上

お客様導入事例：情報・通信
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過去記事の検索性が飛躍的に向上
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がると考えています。PC 版のプラット
フォームも含めて、AWS には引き続き最新
情報を提供いただきながら改善を進めてい
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一方で今回のアプリ開発で採用した AWS 
Kinesis Data Streams には大きな可能性を
見出しており、ストリームデータを活用し
た新機能の実装も構想中です。西川氏は「位
置情報やヘルスケア情報等、リアルタイム
データを活用した機能提供やユーザーのロ
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「過去記事を蓄積する DB に Amazon DocumentDB を採用することで、
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