
全世界同時リリースする『マリオカート ツアー』の 
DB に Amazon Aurora を採用
高い品質が求められるゲーム配信基盤の運用工数を、数十 % 削減

任天堂株式会社
株式会社ディー・エヌ・エー

「マリオカート ツアー』のグローバルローンチに向けて
浮上した DB に関する 3 つの課題

「関わるすべての人を笑顔にする」をミッ
ションに、新しい娯楽体験の提供に挑戦し
続ける任天堂。現在、基本戦略に「任天堂 IP
（知的財産）に触れる人口の拡大」を掲げ、独
創的な商品やサービスの企画開発を続けて
います。スマートデバイス向けゲームの開
発も、ゲーム専用機以外の場で任天堂 IP に
触れる機会を増やし、お客様との接点を増
やすことで同社のビジネスを拡大するため
の取り組みです。これまで、その目的に沿っ
て、2016 年春にリリースした『Miitomo
（ミートモ）』を皮切りに、『Super Mario Run
（スーパーマリオ ラン）』、『ファイアーエム
ブレム ヒーローズ』、『どうぶつの森 ポケッ
トキャンプ』などのタイトルを、DeNA との
協業によって開発してきました。
「DeNA との 5 つ目の共同開発になる『マ
リオカート ツアー』は、世界中のユーザー
に最適な体験を届けるという考え方のも
と、開発に着手しました」と語るのは、任天
堂 ビジネス開発本部 スマートデバイス事
業部 部長代理の府川幸太郎氏です。
開発において課題となったのがデータベー
ス（以下 DB）です。大量のアクセスが発生
しても快適に遊べるスケーラビリティ、
ユーザー体験を損なわないパフォーマン
ス、サーバーとオペレーションコストの最
適化が課題となりました。
「これまでは Amazon EC2 上に MySQL を

構築して運用していましたが、スケールア
ウトやスケールインには人手による対応が
必要で、エンジニアの工数が必要でした」
（府川氏）

マネージドサービスである
Amazon Aurora を採用

任天堂と DeNA は DB を検討した結果、フ
ルマネージドサービスの Amazon Aurora 
を採用しました。DeNA システム本部 IT 統
括部の金子俊一氏は次のように語ります。
「Amazon EC2 上での MySQL による運用
は、スキルの高いエンジニアにとっても、工
数がかかる上に、一瞬も気が抜けないとい
うプレッシャーもあり心理的な負担が高い
といわざるを得ない状況でした。今後の展
開を視野に入れ、運用負荷の軽減と、
MySQL との互換性を重視して Amazon 
Aurora を選択しました」
DB 領域の開発は 2017 年夏からスター
ト。1 年ほどで検証を終え、運用テスト、負
荷テストなどを経て 2019 年 9 月 25 日に
配信をスタートしました。開発のポイント
になったのが、スケーラビリティ、パフォー
マンス、運用工数の低減でした。
DB のスケーラビリティは、Write と Read 
に分けて対策を実施。Write に関しては、予
測の 3 倍のユーザーが受け入れ可能なク
ラスタを用意しました。
「想定外のアクセスに備えるために設定し
たのが 3 倍のキャパシティです。クラウド

であれば不要になればすぐに止めることが
できるので、余裕を持ってリソースを確保
することができました」（金子氏）
パフォーマンスについては、書き込み負荷
の高いアプリを改修すると同時に、I/O 負
荷を下げるチューニングを徹底しました。
DeNA システム本部 IT 統括部の土屋圭氏
は次のように語ります。
「最も効果が大きかったのはプレイヤーの
レース記録データの保存方法の変更です。
データサイズが大きく、更新負荷が高くな
るため、データストアを Amazon S3 に変
更し、Amazon Aurora からオフロードする
ことで I/O 負荷を下げました」
運用面ではフェイルオーバーの仕組みを工
夫して高速化。ダウンタイム 10 秒未満を
実現し、過去のゲームと同等の品質を確保
しています。
「Amazon Aurora により、コマンド 1 つで
インスタンス操作が可能となり、フェイル
オーバーや故障対応も自動化できました。
結果として大幅に工数が削減でき、エンジ
ニアは心理的な負担から解放されました」
（金子氏）
「Amazon Aurora のサービスチームと  
AWS のアカウントマネージャー、ソリュー
ションアーキテクトとコンテキストを共有
し、付加価値の高いサービスを提供してい
ただきました。活発な議論を交えることで、
スムーズにプロジェクトを進めることがで
きました」（府川氏）

リリース当日のクラスタ数は 600
インスタンスは 1,200 台を記録

本番リリース当日に使用した  Amazon 
Aurora のクラスタ数は 600 で、インスタ
ンスは  1,200 台。以降、世界中からトラ
フィックが集中し、Amazon Aurora 全体の 
1 秒あたりのクエリ数は最大で約 30 万を
記録、データ量も 1 ヶ月で 30TB まで達し
ました。「心配していたキャパシティも十分
に確保ができ、爆発的にリクエストが来て

も Amazon Aurora は安定したレスポンス
を返し続けてくれました」（府川氏）。
『マリオカート  ツアー』は順調にダウン
ロード数を伸ばしています。さらに 2020 
年 3 月には、最大 8 人で対戦が楽しめる
「マルチプレイ」機能を追加するなど進化を
続けています。
「リリースから 1 年ほど経った現在もゲー
ムサーバーは安定して稼働しています。新
しい機能の追加などでダウンロード数やリ
クエスト数は急増するものの、問題は起き
ていません」（金子氏）
その他、DB の保守面やシステムのスケー
ラビリティで AWS の各サービスが貢献し
ています。
「Amazon Aurora と Amazon CloudWatch 
や Amazon Athena と組み合わせること
で、監視やログ分析の自動化が進み、負荷の
軽減につながっています。マネージドサー
ビスを導入したコンポーネントではサー
バーの負荷分散や、ストレージのキャパシ
ティ管理からも解放されるため安心して運
用ができます」（土屋氏）

さらなる運用効率化に向け、フルマネージド化を目指し
アーキテクチャを継続的に刷新

今回、モバイルゲームで初めて Amazon 
Aurora を採用した任天堂は、今後、作業工
数などを考慮しながら、他のタイトルでも
移行を検討していく考えです。
「エンジニアを運用作業から解放すること
で、より面白いゲームを考えるクリエイ
ティブな時間が増えていきます。そのため
にもマネージドサービスの力も借りて、
アーキテクチャを進化させていきます」（金
子氏）
「DeNA、AWS、任天堂の 3 社がワンチーム
でプロジェクトを進めた結果、希望する品
質のゲーム体験を世界中のお客さまに届け
ることができました。今後も 3 社でさらな
る運用効率化を目指していきたいと思いま
す」（府川氏）

世界的ゲームメーカーである任天堂株式会社。2015 年ごろからスマートデバイス向
けゲームアプリの開発をスタートした同社は、株式会社ディー・エヌ・エー（以下、
DeNA）との協業により、全世界で 4 憶ダウンロードを超える『Super Mario Run』、
『ファイアーエムブレム ヒーローズ』、『どうぶつの森 ポケットキャンプ』などにおいて
も、ゲームサーバーを含む各種機能を AWS 上に構築・運用してきました。2019 年に
『マリオカート ツアー』をリリースするにあたり、データベースとして Amazon EC2 上
で運用する MySQL から Amazon Aurora を採用。ユーザーが快適にプレイするた
めに必要なパフォーマンスとスケーラビリティを確保すると同時に、大幅な運用工数
軽減を実現しました。

ご利用中の主なサービス
●  Amazon Aurora
●  Amazon EC2
●  Amazon S3
●  Amazon CloudWatch
●  Amazon Athena

ビジネスの課題
● 大量のアクセスでも、快適に遊べるス
ケーラビリティ

● ユーザー体験を損なわない高いパ
フォーマンス

● サーバーおよびオペレーションのコス
ト最適化

AWS を選択した理由
● 運用負荷のかからないフルマネージド
サービス

● MySQL との互換性
● 負荷に応じて増大するスケーラビリ
ティの高さ

AWS 導入後の効果と今後の展開
● 予測が難しいワークロードであっても、
瞬間的なアクセス増大に対応できる
データベースリソースが利用可能（予
測の 3 倍のデータベースリソースで
あっても確保可能）

● DB の I/O 性能を確保するため、プレイ
ヤーのレース記録データのデータスト
アを Amazon S3 に変更することで 

DB の I/O 性能を確保といったチュー
ニングのアドバイスを受けることが
可能

● Amazon Aurora のフェイルオーバー
を 10 秒未満で実現

● ゲームリリース初日のリクエスト急増
時も安定したレスポンスを実現

● DB の運用工数削減とエンジニアの心
理的な負担からの解放

お客様導入事例：エンターテインメント
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「マリオカート ツアー』のグローバルローンチに向けて
浮上した DB に関する 3 つの課題

「関わるすべての人を笑顔にする」をミッ
ションに、新しい娯楽体験の提供に挑戦し
続ける任天堂。現在、基本戦略に「任天堂 IP
（知的財産）に触れる人口の拡大」を掲げ、独
創的な商品やサービスの企画開発を続けて
います。スマートデバイス向けゲームの開
発も、ゲーム専用機以外の場で任天堂 IP に
触れる機会を増やし、お客様との接点を増
やすことで同社のビジネスを拡大するため
の取り組みです。これまで、その目的に沿っ
て、2016 年春にリリースした『Miitomo
（ミートモ）』を皮切りに、『Super Mario Run
（スーパーマリオ ラン）』、『ファイアーエム
ブレム ヒーローズ』、『どうぶつの森 ポケッ
トキャンプ』などのタイトルを、DeNA との
協業によって開発してきました。
「DeNA との 5 つ目の共同開発になる『マ
リオカート ツアー』は、世界中のユーザー
に最適な体験を届けるという考え方のも
と、開発に着手しました」と語るのは、任天
堂 ビジネス開発本部 スマートデバイス事
業部 部長代理の府川幸太郎氏です。
開発において課題となったのがデータベー
ス（以下 DB）です。大量のアクセスが発生
しても快適に遊べるスケーラビリティ、
ユーザー体験を損なわないパフォーマン
ス、サーバーとオペレーションコストの最
適化が課題となりました。
「これまでは Amazon EC2 上に MySQL を

構築して運用していましたが、スケールア
ウトやスケールインには人手による対応が
必要で、エンジニアの工数が必要でした」
（府川氏）

マネージドサービスである
Amazon Aurora を採用

任天堂と DeNA は DB を検討した結果、フ
ルマネージドサービスの Amazon Aurora 
を採用しました。DeNA システム本部 IT 統
括部の金子俊一氏は次のように語ります。
「Amazon EC2 上での MySQL による運用
は、スキルの高いエンジニアにとっても、工
数がかかる上に、一瞬も気が抜けないとい
うプレッシャーもあり心理的な負担が高い
といわざるを得ない状況でした。今後の展
開を視野に入れ、運用負荷の軽減と、
MySQL との互換性を重視して Amazon 
Aurora を選択しました」
DB 領域の開発は 2017 年夏からスター
ト。1 年ほどで検証を終え、運用テスト、負
荷テストなどを経て 2019 年 9 月 25 日に
配信をスタートしました。開発のポイント
になったのが、スケーラビリティ、パフォー
マンス、運用工数の低減でした。
DB のスケーラビリティは、Write と Read 
に分けて対策を実施。Write に関しては、予
測の 3 倍のユーザーが受け入れ可能なク
ラスタを用意しました。
「想定外のアクセスに備えるために設定し
たのが 3 倍のキャパシティです。クラウド

であれば不要になればすぐに止めることが
できるので、余裕を持ってリソースを確保
することができました」（金子氏）
パフォーマンスについては、書き込み負荷
の高いアプリを改修すると同時に、I/O 負
荷を下げるチューニングを徹底しました。
DeNA システム本部 IT 統括部の土屋圭氏
は次のように語ります。
「最も効果が大きかったのはプレイヤーの
レース記録データの保存方法の変更です。
データサイズが大きく、更新負荷が高くな
るため、データストアを Amazon S3 に変
更し、Amazon Aurora からオフロードする
ことで I/O 負荷を下げました」
運用面ではフェイルオーバーの仕組みを工
夫して高速化。ダウンタイム 10 秒未満を
実現し、過去のゲームと同等の品質を確保
しています。
「Amazon Aurora により、コマンド 1 つで
インスタンス操作が可能となり、フェイル
オーバーや故障対応も自動化できました。
結果として大幅に工数が削減でき、エンジ
ニアは心理的な負担から解放されました」
（金子氏）
「Amazon Aurora のサービスチームと  
AWS のアカウントマネージャー、ソリュー
ションアーキテクトとコンテキストを共有
し、付加価値の高いサービスを提供してい
ただきました。活発な議論を交えることで、
スムーズにプロジェクトを進めることがで
きました」（府川氏）

リリース当日のクラスタ数は 600
インスタンスは 1,200 台を記録

本番リリース当日に使用した  Amazon 
Aurora のクラスタ数は 600 で、インスタ
ンスは  1,200 台。以降、世界中からトラ
フィックが集中し、Amazon Aurora 全体の 
1 秒あたりのクエリ数は最大で約 30 万を
記録、データ量も 1 ヶ月で 30TB まで達し
ました。「心配していたキャパシティも十分
に確保ができ、爆発的にリクエストが来て

も Amazon Aurora は安定したレスポンス
を返し続けてくれました」（府川氏）。
『マリオカート  ツアー』は順調にダウン
ロード数を伸ばしています。さらに 2020 
年 3 月には、最大 8 人で対戦が楽しめる
「マルチプレイ」機能を追加するなど進化を
続けています。
「リリースから 1 年ほど経った現在もゲー
ムサーバーは安定して稼働しています。新
しい機能の追加などでダウンロード数やリ
クエスト数は急増するものの、問題は起き
ていません」（金子氏）
その他、DB の保守面やシステムのスケー
ラビリティで AWS の各サービスが貢献し
ています。
「Amazon Aurora と Amazon CloudWatch 
や Amazon Athena と組み合わせること
で、監視やログ分析の自動化が進み、負荷の
軽減につながっています。マネージドサー
ビスを導入したコンポーネントではサー
バーの負荷分散や、ストレージのキャパシ
ティ管理からも解放されるため安心して運
用ができます」（土屋氏）

さらなる運用効率化に向け、フルマネージド化を目指し
アーキテクチャを継続的に刷新

今回、モバイルゲームで初めて Amazon 
Aurora を採用した任天堂は、今後、作業工
数などを考慮しながら、他のタイトルでも
移行を検討していく考えです。
「エンジニアを運用作業から解放すること
で、より面白いゲームを考えるクリエイ
ティブな時間が増えていきます。そのため
にもマネージドサービスの力も借りて、
アーキテクチャを進化させていきます」（金
子氏）
「DeNA、AWS、任天堂の 3 社がワンチーム
でプロジェクトを進めた結果、希望する品
質のゲーム体験を世界中のお客さまに届け
ることができました。今後も 3 社でさらな
る運用効率化を目指していきたいと思いま
す」（府川氏）

「Amazon Aurora を採用採用したことで、世界中に 『マリオカート ツアー』を
一斉リリースする際にも、余裕を持って DB のリソースが確保でき、パフォーマ
ンスを落とすことなく、任天堂が期待する品質で配信することができました」
任天堂株式会社　ビジネス開発本部 スマートデバイス事業部 部長代理 兼 事業システム開発グループ グループマネージャー

　府川 幸太郎 氏
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カスタマープロフィール

任天堂株式会社
● 資本金：100 億 6,540 万円
● 設立年月日：1947 年  11 月（創業  

1889 年 9 月）
● 社員数：連結 6,200 名（2020 年 3 月
末現在）

● 事業内容：家庭用レジャー機器の製
造・販売

株式会社ディー・エヌ・エー
● 設立年月日： 1999 年 3 月 4 日
● 資本金： 103 億 9,700 万円（ 2020 

年 3 月末時点）
● 従業員数：連結： 2 ,558 名（単体： 

1,622 名）（2020 年 3 月末時点）
● 事業内容：AI 事業・研究開発、ゲーム
事業、オートモーティブ事業、ヘルスケ
ア事業、ライブストリーミング事業、エ
ンターテインメント事業、E コマース事
業、スポーツ事業、新領域・その他

株式会社ディー・エヌ・エー
システム本部 IT 統括部 
IT 基盤部 副部長

土屋 圭 氏


