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#ゲームでは離れないでいよう
-カプコンがAmazon SageMakerで離脱予測をしてみた-

中村 一樹
株式会社カプコン

CU S - 1 9



自己紹介

2008年コンシューマーのクライアントプログ
ラマとして入社。

2014年頃からサーバーエンジニアになる

モンスターハンターエクスプロアでは初期から
サーバーリーダーとして活動。その後クライア
ントリーダーも兼任となる。

現在はデータに関わる業務（分析、機械学習
等）のデータリードエンジニア

中村 一樹

データリード



これまでの歩み

re:Invent2019 How CAPCOM builds fun games fast with containers, data, and ML
https://d1.awsstatic.com/events/reinvent/2019/How_CAPCOM_builds_fun_games_fast_with_containers,_data,_and_ML_GAM302.pdf

https://d1.awsstatic.com/events/reinvent/2019/How_CAPCOM_builds_fun_games_fast_with_containers,_data,_and_ML_GAM302.pdf


これまでの歩み

Amazon Game Tech Night #22 ~Analytics~ データ活用は遊文化をクリエイトできるか？

今日の話はココ



Churn Prediction
離脱予測



ゲームプレイ人口が減る

最終的に売り上げも下がる

最悪の展開…

ユーザー継続率低下による問題

もうこのゲームやめようぜー

ユーザーがゲームをやめると…



この状況を何とかしたい！



なぜやめてしまうのか

• 飽きてしまった、自分に合わない

• よくわからない、複雑

• すべてのコンテンツを触ってもらえていない

• 面白さ、魅力を伝えきれていない

etc…
このユーザー達は
何とかできる可能性がある



目的
辞めてしまいそうなユーザーを予測し検出する。

検出したユーザーにアプローチすることで離脱をさせにくくする。

もうこのゲームやめようぜー

この人達を見つけて

「提案があります！」

と言いたい！

今回のメインターゲットはここ！



今回は

Amazon Machine Learning Solutions Lab
AWS Professional Servicesと協力しました。

https://aws.amazon.com/jp/ml-solutions-lab/

https://3.bp.blogspot.com/-AregzyATrQo/Ut0BNR7Uk0I/AAAAAAAAdUo/hMtu2L3fai8/s800/akusyu_businessman.png
https://aws.amazon.com/jp/ml-solutions-lab/


対象タイトル



離脱ユーザー、やめそうなユーザーの条件
• 離脱ユーザーとはどういうユーザーなのか？

完全にゲームをやめてしまったユーザー

長期間プレイしていないユーザー

• やめそうなユーザーとはどういうユーザーなのか？
プレイ日数が減ってきているユーザー

１週間(7日間)のうち

アクセスが３日以下のユーザー



目指す精度

• 目標を決める。

最低目標80％
希望目標90％以上



作業手順

構築
• インフラ構築

データ準備
• ユーザーのプレイログ抽出

前処理
• 離脱ユーザーの定義、データ加工によりフラグ付け

モデル作成
• 加工したデータを元にモデル学習（作成）

推論・検証
• モデル学習後、答え合わせ用のデータで精度確認



インフラ構成図
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データ準備

• ユーザーのアクセスログ

• アイテムの取得履歴

• アイテムの使用履歴

• アイテム所持状況

• クエストプレイ履歴

etc・・・

userid created_at api os userlv requestid

ajkljafewta 2021-02-15 login iOS 25 ewiwagal

kasibnakj 2021-02-15 additem iOS 30 wadfabak

ewnmauwj 2021-02-15 queststart Android 11 jmoylm

iaugawlak 2021-02-15 login iOS 150 gdalkoga

valghaukh 2021-02-15 gacha Android 62 iugadjl

woizkvbha 2021-02-15 gacha Android 89 Maligauso

ywalnhakg 2021-02-15 useitem iOS 200 oijhgryhb

lxedskjojfh 2021-02-15 login Android 54 ytfvbnjhg

qpkjhgtbnj 2021-02-15 questend iOS 3 njdryjki

…

ログサンプル（アクセスログ）



前処理(データ加工)
• 日々のログイン状況

• アイテムの所持数

• アイテムの使用数

• 連続でプレイしている日数

• クエストクリア回数

• 離脱したかどうか

etc・・・

|-- d1_total_days_past: integer (nullable = true) 

|-- d8_total_days_past: integer (nullable = true) 
|-- max_user_lv: long (nullable = true) 
|-- sum_get_free_orb: long (nullable = true) 
|-- sum_get_paid_orb: long (nullable = true) 
|-- sum_item_num: long (nullable = true) 
|-- sum_use_free_orb: long (nullable = true) 
|-- sum_use_paid_orb: long (nullable = true) ) 
|-- continuous_days: long (nullable = true)  
|-- q_start_counts: long (nullable = true) 
|-- continuous_days_8: long (nullable = true)  
|-- q_clear_counts: long (nullable = true)

…
…

userid continuous_days q_start_counts sum_item_num churn_flag

ajkljafewta 7 284 540 0

kasibnakj 5 48 121 0

ewnmauw 1 0 0 1

…

加工したカラムサンプル

加工済みデータサンプル



手法は分類。
その中でも２値分類と呼ばれるもの。

モデル構築

userid continuous_days q_start_counts sum_item_num churn_flag

ajkljafewta 7 284 540 0

kasibnakj 5 48 121 0

ewnmauw 1 0 0 1

…

ここの数値を予測する

離脱したか(１) 離脱していないか(０)
どちらかを予測する。



6/2 6/3 6/4 6/5 6/6 6/7 6/8 6/9 6/10 6/11 6/12 6/13 6/14 6/15

Reference Day

Past 7 days Next 7 days

この期間内にログインが３日以下になっているかどうか

6/8を基準点とし、6/2～6/8のデータを利用して6/9～6/15の期間に
離脱ユーザーになっているかどうかを予測する学習

モデル構築

使用アルゴリズム
AutoGluon – Tabular（表データ特化型）



AutoGluonとは

Deep LearningのためのAutoMLツールキットです。

• 特徴量最適化、前処理
• 最適なモデル選択
• ハイパーパラメーター最適化
• モデルの学習

本来必要な作業(左に列挙)
を全部自動化。

ベースとなる機械学習モデ
ルのプロトタイピングや精
度の追及を素早くできる。

これにより機械学習の深い知識がなくともモデル構築が可能。
https://github.com/awslabs/autogluon

https://github.com/awslabs/autogluon


どれだけ簡単に実行できるのか

1 from autogluon import TabularPrediction as task

2 predictor = task.fit("train.csv", label="class")

3 predictions = predictor.predict("test.csv")

たった３行でAutoMLが実行できる。

fit()で前頁の必要な処理を一気に実行している。

前処理、モデル選定、モデル学習、モデルアンサンブルなど様々な
検証などを自動で行い、結果まで出して最終的に最適なものを選ん
でくれる。



必要なデータの準備、加工
のみに専念すればよい



インフラ作って
データ作って

それをAutoMLに投入した



推論精度94％
目標達成！

推論・結果

予測精度としては十分。



ちょっと待って！



運営ゲームは変化が激しい

• 毎月のバージョンアップ

• 新規コンテンツの追加

• ゲーム内環境の変化(インフレ等)

• 多くのキャンペーン

• コラボイベント

• 半年や１年に一回の大型イベント

etc…



環境が変化しても
このシステムは使えるのか？



どうすれば確認できるか？
違う環境で同じ精度がでるか確認。

ver1.0とver2.0で確認をしてみる。

ver2.0はゲーム環境の変化が大きい。
新規コンテンツ追加などで、おそらく環境が大きく変化しているはず。

環境が変化している場合、

ver1.0でもver2.0でも同程度の精度がでれば

環境変化にも耐えることができる！



ver1.0とver2.0の追加や変更分

新コンテンツ 龍天災
人気モンスター古龍種追加
入手可能に

新ガチャイベント
無料10連を13日間
未所持フェス限定確定ガチャ

オトモン熟練度

宝珠変換

推奨戦力特性

UI変更

and more…



ver2.0データで学習したモデルでver1.0データで推論を行った結果…

環境が変化しているかの確認

推論精度83％

劇的な変化とまではいかないが、精度が変わっている。

つまりver1.0とver2.0ではユーザーの離脱傾向が変化している。



ver2.0のデータで
学習、推論した結果を

確認する



推論精度92％
目標達成！

推論・結果（ver2.0データ）

専用に学習しなおせば精度を維持することが可能



使える！



ちょっと待って！



運用上の懸念点が
見つかりました…



現在の運用のままの問題点

バージョンが切り替わる度にモデルを再構築していればモデルの

空白期間が生まれる。

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

…

使える期間と使えない期間が生まれてしまう…

運用がしづらい…

空白期間
この７日間を予測するためのデータは存在しない



空白期間を生まないために

ver1.0のデータとver2.0のデータの両方を使用して学習を行う。

ハイブリットモデルに対してver1.0のデータとver2.0のデータ
で推論を行った際の精度を確認する。

1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

この２バージョンが混ざった期間で
学習、推論を行った際の精度を確認する



推論精度約90％を維持
こちらも目標達成！

推論・結果

十分使える！



今回できたモデルの使い道

予測したユーザーへのアプローチ
ここはとても重要。
どのようなアプローチが良いのか熟考しなければならない。

傾向の分析、モデル分析
そもそもやめそうなユーザー、離脱ユーザーとは
どのような傾向のユーザーなのか？

モデルは何をもって判断しているのかを調べる。



傾向の分析（モデル分析）

モデルが予測をする際に何を重要視しているのか、

などモデルがその予測をした際に利用した数値の

重要度を調べる。

特徴量重要度、SHAP値などを確認してモデルが

どのような傾向を見て予測しているのかを調べる。

離脱ユーザーの傾向を知ることで対策が可能になる。

特徴量重要度（サンプル）
d1_total_days_past 0.48
max_user_lv 0.39
d7_total_days_past 0.25
d2_total_days_past 0.21
sum_get_free_orb 0.18
d8_total_days_past 0.18
d6_total_days_past 0.16
rider_counts 0.09
sum_use_free_orb 0.09
d4_total_days_past 0.07
interval_days_8 0.04
interval_days 0.02
continuous_days 0.01
sum_item_num_5 0.00



このシステムで他にできること

他の分類にも使用可能

離脱以外の様々なユーザーの傾向の予測

高ランクプレイヤーへの成長予測

ログインユーザーの予測

etc…

データ加工次第で様々な分類予測に使用できる。



まとめ
✓Amazon SageMakerやAutoGluonで今までより簡単に機械学習

を導入できる。

✓精度も高く、変化の激しいゲーム運営に耐えることができる

離脱モデルを構築できる。

✓運用のことを考えてシステムの設計などを行わないといけない。

✓同じシステムでデータの加工次第で様々な分類モデルの構築が可能。

✓モデルを分析すればユーザー傾向など様々なことがわかり、

問題解決に役立てることができる。



© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

Thank you!

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

中村 一樹

株式会社カプコン


