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● PayPay について
● PayPay のデータ
● PayPay のデータレイク
● 今後の展望

Agenda
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Uddhav Arote

PayPay プロダクト本部

DaaS (Data as a Service) チーム

● インド出身
● MTech, Computer Science
● 経歴

○ Yahoo Japan (2017 - 2020)
○ PayPay (2019 - Present)



PayPay について



スマホひとつで
かんたんに
お支払いはPayPayで
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PayPay について

PayPayは
オフライン決済
だけではない

➢ オフライン加盟店
➢ オンライン加盟店
➢ 公共料金支払い
➢ P2P 
➢ PayPayピックアップ
➢ ...



2018年10月5日に
ローンチ

2021年06月17日

ユーザー数
4000万 ユーザー

Ref:https://insideout.paypay.ne.jp/en/2021/06/29/5613/

https://insideout.paypay.ne.jp/en/2021/06/29/5613/


PayPay のデータ



10

● 決済トランザクション
● ユーザーサインアップ
● アクティブユーザー
● 加盟店
● PayPayボーナスの付与...

PayPay のデータ

PayPay では日々各サービスが大量のデータを
生成している

Amazon 
ElastiCache

Amazon 
DynamoDB

TiDB

Amazon 
Aurora

Apache 
Kafka

600以上の
データソース

が存在
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生成されたデータの主な用途

● KPI ダッシュボード
● 新規キャンペーンの企画
● 以下目的のための新機能の立て付け

○ アクティブユーザーを増やす
○ 決済数を増やす

● マイクロサービス間のデータ検証および突合

PayPay のデータ



PayPay のデータレイク
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PayPay のデータレイク

（旧）スキャンベースのデータパイプライン

● 小さいテーブルにとっては効率的

● テーブルには updated_at カラムが

存在する

○ いつレコードが最後にアップ

デートされたかを記録する

しかし



14

PayPay のデータレイク

旧パイプラインの 課題

1. データの欠損

2. リアルタイムデータが参照できない

3. 書き込みが遅い

4. データレイクから削除が困難
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PayPay のデータレイク

timeline

Tn-1 Tn+1+mTn+1

データの欠損

Spark Job が reader インスタンス
からテーブルをスキャン

行 Rn と Rn+1 が欠損
Amazon S3
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● データの陳腐化: SLO で定義された時間による
○ データスキャンは時間がかかる

● 書き込みが遅い
○ インデックスがサポートされていない

● データ削除に対応していない
○ どのデータが削除済みか知る術がない

● Amazon S3 の使用量が大きい

PayPay のデータレイク

*Metris from June, 2020 since we migrated to new platform from Sept 2020
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テーブルサイズが徐々に増加し
データの upsert がより頻繁に行われるようになり

..

Data Lake at PayPay

課題がより顕著になってきた

これらの課題をどのように
解決するか？



ようこそ
Near Real-Time Data Lake

へ
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PayPay のデータレイク

CDC (Change Data Capture)、Apache Hudi を採用した
新しいパイプライン

● テーブルサイズを考慮する必要が
なくなった

● データレイク用のインデックスが
不要になった

● データ欠損がなくなった
● データ陳腐化の課題が解決した
● テーブルに対する全 DDL/DML を

キャプチャできるようになった
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PayPay のデータレイク
binlog は AT LEAST 

ONCE でパブリッシュ
されるため欠損がない

データの重複排除はストリームデータ処理の過程
で行われる
● Merging: 最も新しいレコードを採用
● Compaction: レコードのコミットタイムを比較

データ欠損
なし
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● DFS におけるレコードの upsert をサポート
● 必要に応じて index を使用することで高速な update や

delete を実現
● 二種類のテーブルタイプ1が利用可能

○ Copy on Write (COW): データは列指向形式で保存さ
れる

○ Merge On Read (MOR): データは列指向形式と行指
向形式を組み合わせた形で保存される

● MOR テーブルでは、更新された差分は AVRO 形式のファ
イルに記録され、同期もしくは非同期で列指向形式にファ
イルにコンパクションされる

● 要件に応じてコンパクションはチューニング可能
○ Amazon Athena では Read Optimized View2 のみサ

ポートされているため、PayPay では書き込みのたび
にコンパクションを行っている

● Amazon EMR は Hudi に対応している3,4

PayPay のデータレイク

PayPay では
MOR テーブルを使用

Amazon
EMR

EMR 6.0.0 で
Apache Hudi
0.7.0 を使用

1. https://hudi.apache.org/docs/overview.html#table-types
2. https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/querying-hudi.html
3. https://aws.amazon.com/emr/features/hudi/
4. https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-release-6x.html (support is for Hudi 0.5.0)

Apache Hudi を使用して
高速書き込みを実現

https://hudi.apache.org/docs/overview.html#table-types
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/querying-hudi.html
https://aws.amazon.com/emr/features/hudi/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ReleaseGuide/emr-release-6x.html
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PayPay のデータレイク

書き込みあたりのレコード件数

レコード数は100K~700K 一部テーブルでは100万件単位

そしてこれらの件数を処理するための時間は..
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PayPay のデータレイク

書き込み速度

99% のテーブルの書き込みは
10分以内に完了している

Avg write time
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● レコードが削除された時、生成された binlog イ
ベントがデータレイクのテーブルに反映される

● Soft delete が行われる: レコードは物理的に削
除されない
○ カラム xxx_is_deleted が true に更新され

る

● データをクエリする際は xxx_is_deleted = false 
の条件を指定する必要がある
○ バッチジョブを実行して物理削除を行って

いる

PayPay のデータレイク

データ削除に対応 Amazon S3 使用量が下がった
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PayPay のデータレイク

新しいデータレイクの用途

● Hourly KPI ダッシュボード

○ Amazon Athena で作成された view を使用

● データ突合プラットフォームでデータの整合性を確認

● ビジネス戦略

● 混雑状況の可視化



今後の展望
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今後の展望

AWS Lake Formation の導入

Amazon Personalize を使用した
レコメンドサービスの構築

データアーカイブ

タイムトラベル



最後に



29

We are hiring!

https://about.paypay.ne.jp/career/

● Back-end Engineer
● Front-End Engineer / フロントエンドエンジニア
● iOS Engineer / iOS エンジニア
● Android Engineer / Androidエンジニア
● Data Engineer / データエンジニア
● DevSecOps Engineer
● Platform Engineer
● SRE
● DBA
● AWS SecOps Engineer
● Automation QA Engineer / 自動化QAエンジニア
● Manual QA Tester, Engineer/マニュアルQA Tester, Engineer
● Technology Implementation Consultant/技術導入コンサルタント
● IT controller / IT統制担当

https://about.paypay.ne.jp/career/
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16132
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16169
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16169
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16170
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16170
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16171
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/16171
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/11259
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/11259
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/15835
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/15835
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/15325
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/21336
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/12158
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19343
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19343
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19343
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/12737
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/12737
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19571
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19571
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/19571
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/18250
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/18250
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/18576
https://open.talentio.com/1/c/paypay-corp/requisitions/detail/18576


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

ご清聴ありがとうございました
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