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注意
本文書は、情報提供の目的のみのために提供されるものです。本書の発⾏時
点における AWS の現⾏製品と慣⾏を表したものであり、それらは予告なく
変更されることがあります。お客様は本⽂書の情報および AWS 製品の使用
について独自に評価する責任を負うものとします。これらの情報は、明示ま
たは黙示を問わずいかなる保証も伴うことなく、「現状のまま」提供される
ものです。本書のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤ、また
はライセンサーからの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するもの
ではありません。お客様に対する AWS の責任は、AWS 契約により規定さ
れます。本書は、AWS とお客様の間で⾏われるいかなる契約の一部でもな
く、そのような契約の内容を変更するものでもありません。
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要約
マイクロサービスは、デプロイメントサイクルを迅速化し、イノベーション
とオーナーシップを促進し、ソフトウェアアプリケーションの保守性と拡張
性を向上させるために設計された、ソフトウェア開発へのアーキテクチャ面
での組織的なアプローチです。このアプローチには、ソフトウェアとサービ
スを提供する組織のスケーリングが含まれます。マイクロサービスアプロー
チでは、明確に定義された API を介して通信する複数の独⽴した⼩さなサ
ービスから、ソフトウェアを構成します。これらのサービスは、さまざまな
独⽴した⼩規模チームが所有しています。
本ホワイトペーパーでは、マイクロサービスの共通の特徴を要約し、マイク
ロサービスの構築における主な課題について述べ、これらの課題を克服する
ために製品チームがどのようにアマゾン ウェブ サービス (AWS) を活用でき
るかについて説明します。

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

はじめに

ここ数年の間、マイクロサービスは IT アーキテクチャにおける重要な動向と
なっています。 マイクロサービスアーキテクチャは、ソフトウェアエンジニア
リングに対する全く新しいアプローチではなく、むしろアジャイルソフトウェ
ア開発、サービス指向アーキテクチャ、API ファースト設計、および継続的デ
リバリー (CD) などの成功を収めた実績あるコンセプトを集めて組み合わせた
アプローチです。多くの場合、マイクロサービスには Twelve-Factor App の設
計パターンが活用されています。
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マイクロサービスの特徴

マイクロサービスには非常に多くのコンセプトがあるため、厳密に定義するこ
とは困難です。しかし、図 1 にある通り、すべてのマイクロサービスアーキテ
クチャには共通の特徴がいくつかあります。
• 分散型 – マイクロサービスアーキテクチャは、分散データ管理を⾏う
分散型システムです。これらのシステムは、中央データベースの統合ス
キーマに依存しません。各マイクロサービスには、データモデルに対し
てそれぞれ独⾃の⾒解があります。またマイクロサービスでは、開発、
デプロイ、管理、および運⽤の⽅法も分散化します。
• 独⽴型 – マイクロサービスアーキテクチャのさまざまなコンポーネン
トは、他のコンポーネントの機能に影響を与えることなく、単独で変
更、アップグレード、または置換することができます。同様に、異なる
マイクロサービスを担当するチームも、互いに独⽴して⾏動することが
可能です。
• 一つのことをうまくやる – 各マイクロサービスコンポーネントは、一
つの機能セットのために設計されており、特定のドメインに焦点が絞ら
れています。開発者があるサービスの特定のコンポーネントに非常に多
くのコードを寄与し、そのコンポーネントの複雑性が一定のレベルに達
した場合は、そのサービスを 2 つ以上のサービスに分割することができ
ます。
• 多言語 – マイクロサービスアーキテクチャは「汎用的」アプローチに
は従いません。チームには、それぞれの特定の問題に対して最適なツー
ルを選択する自由があります。その結果、マイクロサービスアーキテク
チャは、オペレーティングシステム、プログラミング言語、データスト
1
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ア、およびツールに対して異種アプローチを取ります。このアプローチ
は多言語パーシステンスおよび多言語プログラミングと呼ばれます。
ブラックボックス – 個々のマイクロサービスコンポーネントはブラッ
クボックスとして設計されています。つまり、これらのコンポーネント
は、その複雑性の詳細を他のコンポーネントに公開しません。サービス
間のあらゆる通信は、暗黙的および潜在的な依存関係を防ぐために、明
確に定義された API を介して⾏われます。
構築した⼈が実⾏する – 通常、サービスを構築する責任を負うチーム
は、本番環境でのサービスの運用と保守に対しても責任を負います。こ
の原則は DevOps としても知られています。 DevOps は開発者がそれぞ
れのソフトウェアの実際のユーザーと密接な関わりを持つためにも役⽴
ち、顧客のニーズと期待に対する開発者の理解を深めます。コンウェイ
の法則によると、システム設計はそのシステムを構築するチームの組織
構造に大きく影響されるため、DevOps がマイクロサービスにおける主
な組織原理であるという事実をおろそかにすべきではありません。
3
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図 1: マイクロサービスの特徴
マイクロサービスのメリット

のお客様の多くは、従来のモノリシックなデプロイメントで経験する俊
敏性と拡張性における制限と課題に対応するためにマイクロサービスを採用し
ます。マイクロサービスアーキテクチャを選択することで得られる主なメリッ
トに注目してみましょう。

AWS
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俊敏性

マイクロサービスでは、それぞれのサービスのオーナーシップを持つ小規模の
独⽴したチームを集めた組織が形成されます。各チームは、よく理解している
狭い範囲の境界コンテキスト内で活動し、独⽴して迅速に作業することができ
るため、サイクルタイムが短縮されます。お客様は、組織の総スループットか
ら⼤幅な利益を得ることができます。
図 2 は、2 つのタイプのデプロイメント構造を⽰しています。多数の独⽴した
小規模チームが多数のデプロイメントに従事する構造と、単一の大規模チーム
がモノリシックなデプロイメントに従事する構造です。

図 2: マイクロサービスのデプロイ
イノベーション

⼩規模チームが⾃⽴的に⾏動し、それぞれのドメインに適切なテクノロジー、
フレームワーク、およびツールを選択できることは、イノベーションを推進す
る重要な要因となります。責任と説明責任は、サービスに対するオーナーシッ
プの文化を育みます。
同じグループ内で開発スキルと運営スキルを融合させることによる DevOps 文
化の確⽴は、対⽴や⽭盾した目標が⽣じる可能性を排除します。デプロイメン
トでアジャイルプロセスが中断されることはもはやありません。その代わり
に、コードのコミットから実⾏までの完全なアプリケーションライフサイクル
管理プロセスを、継続的デリバリープロセスとして⾃動化することができま
す。新しいアイデアをテストしたり、何かが機能しない場合にロールバックし
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たりすることも容易になります。不具合のコストの低さは、変化とイノベーシ
ョンの文化を生み出します。
品質

マイクロサービスを中心にソフトウェアエンジニアリングを組織することによ
り、コードの品質を向上させることもできます。ソフトウェアを明確に定義さ
れた⼩規模なモジュールに分割するメリットは、改善されたコードの再利⽤
性、コンポーザビリティ、および保守性といったオブジェクト指向のソフトウ
ェアエンジニアリングのメリットと似ています。
拡張性

マイクロサービスのきめ細かい非干渉化は、大規模なシステムを構築するため
のベストプラクティスです。これにより特定のサービスに適切かつ最適なテク
ノロジーを選択することができるため、パフォーマンスを最適化するための必
須条件となります。各サービスは、適切なプログラミング⾔語とフレームワー
クで実装し、最適なデータ永続性ソリューションを活用して、最も優れたパフ
ォーマンスを発揮するサービス構成に微調整することができます。
適切に非⼲渉化されたサービスは、⽔平⽅向に、それぞれ単独にスケールする
ことが可能です。より⼤きなマシンで同じソフトウェアを実⾏する垂直スケー
リングは 、個々のサーバーの容量によって制限され、スケーリングプロセス中
にダウンタイムが発生する可能性があります。既存のプールにサーバーを追加
する水平スケーリングは、極めて動的で、個々のサーバーの制限による問題が
起こることはありません。スケーリングプロセスは、完全に自動化することが
できます。さらに、障害が発⽣したコンポーネントは容易に⾃動で置き換える
ことができるため、アプリケーションの耐障害性も改善できます。
可用性

マイクロサービスアーキテクチャは、障害分離の実装を容易にします。ヘルス
チェック、キャッシング、隔壁、またはサーキットブレーカーなどの手法は、
障害が発生したコンポーネントの影響範囲を減らし、所定のアプリケーション
の全体的な可用性を向上させます。
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マイクロサービスの課題

これまで説明したあらゆる利点にも関わらず、すべてのアーキテクチャスタイ
ルがそうであるように、マイクロサービスアプローチにも課題があることを認
識しておく必要があります。本セクションでは、マイクロサービスアプローチ
の問題とトレードオフについていくつか説明します。
• 分散型システム – マイクロサービスは事実上分散型システムであり、
しばしば分散コンピューティングの落とし⽳と呼ばれる一連の問題が生
じます。 分散型システムになじみがないプログラマーは、ネットワー
クに信頼性があり、レイテンシーゼロで、無限の帯域幅があると思い込
むことがよくあります。
• 移⾏ – モノリシックなアーキテクチャからマイクロサービスアーキテ
クチャへの移⾏プロセスには、マイクロサービスのために正しい境界を
判断することが必要となります。このプロセスは複雑で、データベース
レイヤーにまで及ぶコード間の依存関係を解除しなくてはなりません。
• バージョン – マイクロサービスのバージョニングは簡単に実施できな
い場合があります。ベストプラクティスとパターンはいくつかあり、た
とえば API レベルで適用できるルーティングベースのバージョニング
がその一つです。
• 組織 – マイクロサービスアーキテクチャと組織アーキテクチャは密接
に関連しています。組織の問題には、効果的なチーム構造を構築する方
法、DevOps に沿うよう組織を変換する方法、および開発と運用間のコ
ミュニケーションを能率化する⽅法が含まれます。
本ホワイトペーパーでは、主にマイクロサービスへの移⾏におけるアーキテク
チャおよび運用面の課題に注目します。DevOps と AWS の詳細については、
https://aws.amazon.com/devops/ を参照してください。
5
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アーキテクチャ面での複雑性

モノリシックなアーキテクチャでは、複雑性と依存関係の数はコードベースに
起因しますが、マイクロサービスアーキテクチャでは、複雑性は特定のドメイ
ンを実装する個々のサービスの相互作用に移ります (図 3)。
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図 3: 個別のマイクロサービスの相互作用に移った複雑性

サービスの非同期通信、カスケード障害、データ整合性問題、検出、および認
証への対処といったアークテクチャ面での課題は、マイクロサービス実装の成
功に欠かせません。これらについては、本書で後ほど取り上げます。
運用面での複雑性

マイクロサービスアプローチでは、単⼀のサービスを実⾏するのではなく、数
⼗、さらには数百ものサービスを実⾏します。これにより、いくつかの疑問が
生じます。
• リソースをスケーラブルでコスト効率の⾼い⽅法でプロビジョニングす
るにはどうすればよいのか?
• 数十、あるいは数百ものマイクロサービスコンポーネントを、工数を増
やすことなく運用するにはどうすればよいのか?
• 異なるチームをまた⼀から作り直すことを避け、ツールやプロセスを重
複させないようにするにはどうすればよいのか?
• コードデプロイメントの何百ものパイプラインと、それらの相互依存性
を把握するにはどうすればよいのか?
• 全体的なシステム正常性を監視し、潜在的な問題箇所を早期に特定する
にはどうすればよいのか?
• システム全体における相互作用を追跡し、デバッグするにはどうすれば
よいのか?
6
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予想された需要以上に急速に成⻑し拡張する分散型アプリケーションに
おける⼤量のログデータを分析するにはどうすればよいのか?
標準の⽋如、および異なるテクノロジーと異なるスキルセットを持つ
⼈々を含む異種環境に対処するにはどうすればよいのか?
時間と共に保守とアップグレードが必要となる多数の異なるテクノロジ
ーに縛られることなく多様性を重んじるにはどうすればよいのか?
バージョニングにはどのように対応すればよいのか?
特に使用パターンに一貫性がない場合において、サービスが引き続き使
用されていることを確認するにはどうすればよいのか?
サービス間における適切な非⼲渉化レベルと通信レベルを確保するには
どうすればよいのか?

マイクロサービスとクラウド

には、マイクロサービスアーキテクチャの最も重要な課題に対応する数
多くの製品があります。
• オンデマンドリソース – AWS リソースを使用することができ、リソー
スは必要に応じて迅速にプロビジョニングされます。従来のインフラス
トラクチャと比べて、リソースには実質的な制限がありません。サービ
スの異なる環境とバージョンは、⼀時的または永続的に共存させること
が可能です。難しい容量の予測や推測は必要ありません。オンデマンド
リソースは、コスト効率の⾼い⽅法でリソースのプロビジョニングとス
ケーリングを⾏う課題に対処します。
• 低コスト・低リスクな実験的導入 – 料⾦の⽀払いは使⽤分のみである
ことから、新しいアイデアを試すコストが劇的に削減されます。新しい
機能やサービスは容易に展開でき、それらが不調に終わった場合は再度
停止することができます。新しアイデアを試すことに対するコストとリ
スクの削減は、イノベーションを推進するための重要な要素です。これ
は、優れた俊敏性を達成するというマイクロサービスの目標と完全に一
致しています。
• プログラマビリティ – AWS のサービスは、API コマンドラインインタ
ーフェイス (CLI)、および異なるプログラミング⾔語のための SDK を
提供します。サーバー、または全アーキテクチャでさえも、プログラム
でクローン、シャットダウン、スケール、およびモニタリングすること
ができます。さらに、障害が発⽣した場合は、⾃動で⾃⼰修復すること

AWS
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•

もできます。標準化と自動化は、スピード、一貫性、再現性、および拡
張性を構築するための秘訣です。お客様は、コードとビルド専用ツール
を通じて必要なリソースを呼び出す権限を持ち、マイクロサービスを実
⾏するための運⽤作業を最⼩限に抑えることができます。
コードとしてのインフラストラクチャ – インフラストラクチャのプロ
ビジョニングと管理のためのプログラムスクリプトの使⽤に加え、
AWS では、アプリケーションコードと同様に、インフラストラクチャ
全体をコードとして記述して、バージョン管理システム内で管理するこ
とができます。その結果、インフラストラクチャの特定バージョンをい
つでも再デプロイすることができます。特定のインフラストラクチャバ
ージョンの品質とパフォーマンスを特定のアプリケーションバージョン
と比較して、それらが一致していることを確認できます。ロールバック
はアプリケーション限定ではなくなり、インフラストラクチャ全体を含
めることが可能です。
継続的デリバリー – クラウドのプログラマビリティにより、プロビジ
ョニングとデプロイメントプロセスの自動化が可能になります。アプリ
ケーションライフサイクルの開発部分における継続的インテグレーショ
ンは、ライフサイクルの運用部分まで拡張することができます。これに
より、継続的デプロイメントとデリバリーの導入が可能になります。
継続的デリバリーは、複数のアプリケーションライフサイクルを並
⾏して管理するときに⽣じる運⽤⾯での複雑性の課題に対応します。
マネージドサービス – クラウドインフラストラクチャの主なメリット
はマネージドサービスです。マネージドサービスにより、仮想サーバー
のプロビジョニング、ソフトウェアのインストール、設定、および最適
化、スケーリングと耐障害性への対処、ならびに信頼性のあるバックア
ップの実⾏といった⼿間のかかる作業から解放されます。モニタリン
グ、セキュリティ、ロギング、拡張性、および可用性などのシステムの
特徴と機能は、これらのサービスにすでに組み込まれています。マネー
ジドサービスは、マイクロサービスアーキテクチャの実⾏における運⽤
面での複雑性を低減するために使用することができる重要な要素です。
サービス指向 – AWS は、それ自体がサービス指向型の構造に従ってい
ます。AWS のサービスは、それぞれ明確に定義された問題の解決に焦
点を当て、明確に定義された API を通じて他のサービスと通信しま
す。お客様は、これらのサービスプリミティブをレゴブロックのように
組み合わせることによって、複雑なインフラストラクチャソリューショ
ンを構築することができます。このアプローチは、一からのやり直しと
プロセスの重複を防ぎます。
8

•

9,10

•

•
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•

多言語 – AWS は、異なるストレージとデータベーステクノロジーの幅
広い選択肢を提供します。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon
EC2) で実⾏される⼀般的なオペレーティングシステムの多くは、AWS
Marketplace で入手できます。 さらに、AWS は SDK で多種多様なプ
ログラミング言語をサポートします。 これにより、特定の問題に対し
て最も適切なソリューションを使⽤することが可能になります。
11

12

AWS におけるマイクロサービス

本セクションではまず、⾼度にスケーラブルで耐障害性のあるマイクロサービ
スアーキテクチャ (ユーザーインターフェイス、マイクロサービスの実装、お
よびデータストア) の異なる側⾯と、コンテナテクノロジーを活⽤してマイク
ロサービスアーキテクチャを AWS で構築する方法について説明します。次
に、運営面での複雑性を削減する一般的なサーバーレスマイクロサービスアー
キテクチャを実装するために最適な AWS のサービスを推奨します。最後に、
全体的なシステムに注目して、分散モニタリングと監査、データ整合性、およ
び非同期通信など、マイクロサービスアーキテクチャのサービス間共通の側面
について説明します。
AWS におけるシンプルなマイクロサービスアーキテ
クチャ

従来、一般的なモノリシックアプリケーションは、たとえばユーザーインター
フェイス (UI) レイヤー、ビジネスレイヤー、および永続化レイヤーといった異
なるレイヤーを使用して構築されていました。マイクロサービスアーキテクチ
ャの中核的なアイデアは、テクノロジーレイヤーによってではなく、特定ドメ
インを実装することによって機能を「垂直方向」のまとまりに分割することで
す。図 4 は、AWS における一般的なマイクロサービスアプリケーションのリ
ファレンスアーキテクチャを表しています。

9
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図 4: AWS における一般的なマイクロサービスアプリケーション
ユーザーインターフェイス

現代のウェブアプリケーションは、RESTful API と通信するシングルページア
プリケーションを実装するために、しばしば JavaScript フレームワークを使用
します。静的ウェブコンテンツは、Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) と Amazon CloudFront を使用して提供することができます。
は、ウェブサイト、API、ビデオコンテンツ、およびその他
ウェブアセットの配信を高速化するグローバルなコンテンツ配信ネット
ワーク (CDN) サービスです。
CloudFront

13

マイクロサービスのクライアントは最寄りのエッジロケーションからサービス
を受け、オリジンに対して最適化された接続を有するプロキシサーバーまたは
キャッシュからレスポンスを取得するため、レイテンシーを大幅に削減するこ
とができます。ただし、近接して実⾏されるマイクロサービスは CDN の恩恵
を受けません。場合によっては、このアプローチがレイテンシーをさらに増加
させる可能性もあります。チャティネス（対話頻度）を低減し、レイテンシー
10

ページ

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

を最小限化するためのベストプラクティスは、これ以外のキャッシュメカニズ
ムを実装することです。
マイクロサービス

マイクロサービスの API は、すべてのクライアントリクエストに対する中央エ
ントリポイントです。アプリケーションロジックは、プログラムインターフェ
イス一式 (通常は RESTful ウェブサービス API) の後ろに隠されています。 こ
の API は、クライアントからの呼び出しを受け⼊れて処理し、トラフィック管
理、リクエストのフィルタリング、ルーティング、キャッシング、および認証
と許可などの機能を実装する場合もあります。
AWS のお客様の多くは、Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) と
Auto Scaling を Elastic Load Balancing (ELB) 、Application Load Balancer と共
に使用してマイクロサービスアプリケーションを実装します。Application
Load Balancer は、リクエストの内容を含む⾼度なアプリケーションレベルの
情報に基づいてトラフィックをルーティングします。
14

は、受信するアプリケーショントラフィックを複数の Amazon EC2
インスタンスに自動的に分散します。
ELB

15

は、API とビジネスロジックを実⾏する Amazon
コンテナインスタンスに受信リクエストを分散します。

Application Load Balancer
ECS

は、セキュアでサイズ変更が可能なコンピューティング性
能をクラウド内で提供するウェブサービスです。これは、開発者がウェ
ブスケールのクラウドコンピューティングを容易に使⽤できるように設
計されています。
Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) は、Docker コンテナをサ
ポートし、Amazon EC2 インスタンスのマネージドクラスターでアプリ
ケーションを容易に実⾏することを可能にする、拡張性の⾼い⾼性能コ
ンテナ管理サービスです。
Amazon EC2

16

17

コンテナインスタンスは、受信リクエストの負荷または数に応じ
てスケールアウトおよびスケールインされます。伸縮自在なスケーリングは、

Amazon ECS
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システムがコスト効率に優れた⽅法で稼働することを可能にすると共に、サー
ビス拒否（DoS）攻撃からの保護にも役⽴ちます。
はアプリケーション可⽤性の維持に役⽴ち、お客様が定義
する条件に応じて Amazon EC2 の性能を自動的に拡張または縮小するこ
とができます。

Auto Scaling

18

コンテナ
デプロイメントの運用作業を削減するための一般的なアプローチは、コンテナ
ベースのデプロイメントです。Docker のようなコンテナテクノロジーは、以
下のメリットのために、過去数年間⼈気が⾼まっています。
• 移植性 – コンテナイメージには一貫性があり、イミュータブルです。
つまり、開発者のデスクトップはもちろん本番環境でも、どこで実⾏さ
れるかに関わらず、同じように機能します。
• 生産性 – コンテナは、サービス間の依存関係と競合を排除することに
より、開発者の生産性を向上させます。各アプリケーションコンポーネ
ントは、異なるマイクロサービスを実⾏する異なるコンテナに分割でき
ます。
• 効率性 – コンテナは、リソース要件の明示的な指定 (CPU、RAM) を可
能にします。このため、基盤となるホスト全体にコンテナを分散させる
ことが容易になり、リソースの使⽤量を⼤幅に改善します。また、コン
テナのパフォーマンスオーバーヘッドは仮想サーバーと比べて軽く、基
礎となるオペレーティングシステムのリソースを効率的に共有します。
• 制御性 – コンテナは、アプリケーションコードとその依存関係を自動
的にバージョニングします。Docker コンテナイメージと Amazon ECS
タスク定義により、コンテナのバージョンの維持と追跡、バージョン間
の違いの点検、および前バージョンへのロールバックを容易に⾏うこと
ができます。
Amazon ECS は、独⾃のクラスター管理インフラストラクチャをインストー
ル、運用、およびスケールする必要を排除します。シンプルな API コールによ
って、Docker 対応のアプリケーションの起動と停止、使用しているクラスタ
ーの完全な状態のクエリを⾏い、セキュリティグループ、ロードバランサー、
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム、および AWS Identity
and Access Management (IAM) ロールといったよく使用される多くの機能にア
クセスすることができます。
19
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インスタンスのクラスターを⽴ち上げた後、クラスターでどの Docker コ
ンテナイメージを実⾏するかを指定するタスク定義とサービスを定義すること
ができます。コンテナイメージは、コンテナレジストリに保存され、そこから
取り出されます。このレジストリは、AWS インフラストラクチャの内部また
は外部に存在する場合があります。アプリケーションが Amazon ECS でどのよ
うに実⾏されるかを定義するには、JSON 形式でタスク定義を作成します。こ
のタスク定義は、コンテナイメージを実⾏するためのパラメータと、CPU、イ
メージを実⾏するために必要なメモリ、実⾏するコンテナの数、およびクラス
ター内におけるコンテナの配置戦略のためのパラメータを定義します。その他
のパラメータには、コンテナのセキュリティ、ネットワーキング、およびロギ
ングが含まれます。
Amazon ECS は、Amazon ECS がタスクをどのように配置して終了するかをカ
スタマイズするためのコンテナの配置戦略と制約をサポートします。タスクの
配置制約は、タスクの配置時に考慮されるルールです。属性 (基本的にキーと
値のペア) をコンテナインスタンスに関連付けてから、これらの属性に基づい
てタスクを配置するために制約を使用することができます。たとえば、特定の
マイクロサービスを、GPU 駆動型インスタンスなどのインスタンスタイプまた
はインスタンス機能に基づいて配置するために制約を使用することが可能で
す。
Amazon ECS で使用される Docker イメージは、Amazon EC2 Container
Registry (Amazon ECR) に保存することができます。Amazon ECR は、コン
テナレジストリを動作させるために必要なインフラストラクチャを運用し、ス
ケールする必要をなくします。
EC2

20

は、開発者が Docker コ
ンテナイメージを容易に保存、管理、デプロイできるようにする完全マ
ネージド型の Docker コンテナレジストリです。Amazon ECR は
Amazon EC2 Container Service (Amazon ECS) に統合されており、開発
から本番までのワークフローをシンプルにします。
Amazon EC2 Container Registry (Amazon ECR)

データストア

データストアは、マイクロサービスが必要とするデータを永続化するために使
用されます。セッションデータ向けとしてよく知られているストアは、
Memcached または Redis などのインメモリキャッシュです。AWS は、マネー
13

ページ

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

ジド型の Amazon ElastiCache サービスの一環として両方のテクノロジーを提
供します。
は、クラウドでのインメモリデータストアまたはイ
ンメモリキャッシュのデプロイ、運⽤、スケーリングを容易にするウェ
ブサービスです。 このサービスは、低速のディスクベースのデータベ
ースに完全に依存するかわりに、⾼速の管理されたインメモリキャッシ
ュから情報を取得できるようにすることで、ウェブアプリケーションの
パフォーマンスを向上させます。

Amazon ElastiCache
21

アプリケーションサーバーとデータベース間へのキャッシュの配置は、データベ
ースからの読み取り負荷を軽減するための一般的なメカニズムであり、結果とし
て、より多くの書き込みをサポートするためにリソースを使用することができる
場合があります。キャッシュは、レイテンシーを改善することもできます。
リレーショナルデータベースは、現在も構造化されたデータとビジネスオブジ
ェクトを保存するために広く使用されています。AWS は、Amazon Relational
Database Service (Amazon RDS) を通じて、6 つのデータベースエンジン
(Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL、MariaDB、PostgreSQL、および
Amazon Aurora) をマネージドサービスとして提供しています。
は、クラウド内でのリレーショナルデータベースのセット
アップ、運⽤、およびスケーリングを容易にします。 Amazon RDS
は、時間のかかるデータベース管理タスクを管理しながら、コスト効率
が⾼く、サイズ変更が可能な容量を提供するため、お客様はアプリケー
ションとビジネスに集中することができます。

Amazon RDS
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しかし、リレーショナルデータベースは無限のスケーリング向けには設計され
ていません。このため、多数のクエリをサポートする手法の適用が非常に難し
くなり、時間がかかる場合があります。
NoSQL データベースは、リレーショナルデータベースの整合性よりも、拡張
性、パフォーマンス、および可用性を優先するように設計されています。一つ
の重要な要素は、NoSQL データベースが通常厳格なスキーマを実⾏しないこ
とです。データは、水平方向にスケールできるパーティションに分散され、パ
ーティションキーを介して取得されます。
14
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個々のマイクロサービスは一つのことをうまくやるように設計されているた
め、通常、NoSQL の永続性に適する可能性があるシンプル化されたデータモ
デルがあります。NoSQL データベースには、リレーショナルデータベースと
は異なるアクセスパターンがあることを理解することが⼤切です。たとえば、
NoSQL データベースはテーブルを結合することができません。これが必要な
場合は、アプリケーションにロジックを実装する必要があります。
は、規模に関わらず 10 ミリ秒未満の一貫したレイ
テンシーを必要とするすべてのアプリケーションのための、高速で柔軟
な NoSQL データベースサービスです。

Amazon DynamoDB
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を使用すると、どんな量のデータでも保存および取得で
き、またどのようなレベルのリクエストトラフィックにも対応できるデータベ
ーステーブルを作成することが可能です。DynamoDB は、一貫した高速パフォ
ーマンスを維持しながら、テーブルのデータとトラフィックを十分な数のサー
バーに⾃動的に分散して、顧客指定のリクエスト容量と保存されたデータ量に
対応します。
DynamoDB は、スケーリングとパフォーマンスのために設計されています。多
くの場合、DynamoDB の応答時間は 10 ミリ秒未満で測定することができま
す。ただし、マイクロ秒単位での応答時間を必要とする特定のユースケースも
存在します。これらのユースケースでは、DynamoDB Accelerator (DAX) が結
果整合性のあるデータにアクセスするためのキャッシング機能を提供します。
DAX は、DynamoDB テーブルにインメモリアクセラレーションを追加するた
めに必要とされる⾯倒な作業のすべてを実⾏し、開発者がキャッシュ無効化、
データ投⼊、またはクラスタ管理を⾏う必要はありません。
DynamoDB は、実際のトラフィックパターンに応答し、お客様にかわってプロ
ビジョンドスループット性能を動的に調整する Auto Scaling 機能を提供しま
す。プロビジョンドスループットとは、アプリケーションがテーブルまたはイ
ンデックスから消費できる最⼤容量です。ワークロードが減ると、未使⽤のプ
ロビジョニングされた容量に対する料⾦を⽀払わなくてすむように、
Application Auto Scaling がスループットを削減します。
Amazon DynamoDB
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運用面での複雑性の低減

これまでに説明したアーキテクチャはすでにマネージドサービスを使用してい
ますが、それでも EC2 インスタンスを運用する必要がありますが、完全なサー
バーレスアーキテクチャを使⽤することにより、マイクロサービスを実⾏、維
持、およびモニタリングするために必要な運用作業をさらに削減することがで
きます。
API の実装

の設計、継続的な改善、デプロイメント、モニタリング、および保守は時
間のかかるタスクとなり得ます。クライアント用の API すべての下位互換性を
確保するために、異なるバージョンの API を実⾏することが必要となる場合も
あります。開発サイクルの異なるステージ (開発、テスト、および本番) によ
り、運用作業はさらに増加します。
アクセス許可はすべての API における重要な機能ですが、通常は構築が複雑
で、反復作業が含まれます。API が公開されて成功を収めると、次の課題は、
その API を活⽤するサードパーティー開発者のエコシステムを管理し、モニタ
ーして収益化することです。
他の重要な機能と課題には、バックエンドを保護するためのリクエストのスロ
ットリング、API レスポンスのキャッシング、リクエストとレスポンスの変
換、および Swagger などのツールを使用した API 定義とドキュメントの生成が
含まれます。
Amazon API Gateway はこれらの課題に対応し、RESTful API を作成して保守
する運用面での複雑性を低減します。

API
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は完全マネージド型サービスで、開発者は、規模に関わら
ず、容易に を作成、公開、保守、監視、セキュア化することができ
ます。

API Gateway
API
25

は、AWS API または AWS マネジメントコンソールを使用して
定義をインポートすることにより、プログラム的に API を作成するこ
とを可能にします。API Gateway は、Amazon EC2、Amazon ECS、AWS
Lambda、またはオンプレミス環境で実⾏されるあらゆるウェブアプリケーシ

API Gateway
Swagger
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ョンに対する⽞関⼝として機能します。要するに、管理サーバーなしで API を
実⾏できるということです。
図 5 は、API Gateway が API コールを処理し、他のコンポーネントと相互作⽤
する方法を説明しています。レイテンシーを最小限に抑え、最適なユーザーエ
クスペリエンスを提供するために、モバイルデバイス、ウェブサイト、または
その他のバックエンドサービスからのリクエストは、最寄りの CloudFront 接
続ポイント (POP/Point of Presence) にルーティングされます。さらに、
CloudFront はリージョン別エッジキャッシュを提供します。これらのロケーシ
ョンは、ビューワーのすぐ近くで、グローバルにデプロイされます。これら
は、オリジンサーバーと、ビューワーに直接トラフィックを提供する世界各地
のエッジロケーションの間に設置されています。API Gateway はまずリクエス
トがエッジロケーションとリージョン別エッジキャッシュロケーションのどち
らのキャッシュにあるかを確認し、キャッシュされたレコードが使用できない
場合は、リクエストを処理のためにバックエンドに転送します。これは GET
リクエストのみに該当し、その他すべてのリクエストメソッドは自動的に渡さ
れます。バックエンドがリクエストを処理した後、API コールのメトリクスが
Amazon CloudWatch にロギングされ、コンテンツがクライアントに返されま
す。

図 5: API Gateway の呼び出しフロー
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サーバーレスマイクロサービス

「サーバーが無いに越したことはない。」 サーバーを一掃することは、運用
面での複雑性を排除する究極の手段です。
26

では、サーバーをプロビジョニングまたは管理せずにコー
ドを実⾏することができます。 支払いは使用したコンピューティング
時間の料⾦のみで、コードが実⾏されていないときの料⾦はかかりませ
ん。Lambda では、実質上すべてのタイプのアプリケーションまたはバ
ックエンドサービスに対してコードを実⾏でき、管理は⼀切不要です。

AWS Lambda
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コードをアップロードするだけで、高可用性によって需要曲線を満たすための
エグゼキューションの実⾏とスケーリングに必要な事柄はすべて Lambda にお
任せください。Lambda は複数のプログラミング言語をサポートするため、他
の AWS サービスからトリガーすることも、ウェブやモバイルアプリケーショ
ンから直接呼び出すこともできます。
API Gateway は Lambda と⾼度に統合されています。API Gateway から AWS
Lambda に同期呼び出しができることで、完全なサーバーレスアプリケーショ
ンの作成が可能になります。これについては、当社のドキュメントにて詳しく
説明されています。
図 6 は、サービスのすべてがマネージドサービスから構築されているサーバー
レスマイクロサービスのアーキテクチャを示しています。このアーキテクチャ
は、スケーリングと高可用性のために設計するアーキテクチャ面での負担を解
消し、マイクロサービスの基盤となるインフラストラクチャを実⾏およびモニ
タリングする運用作業をなくします。
28
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図 6: サーバーレスマイクロサービス
Lambda ベースアプリケーションのデプロイ

を使用して、サーバーレスアプリケーションの指定、デ
プロイ、および設定を⾏うことができます。

AWS CloudFormation

は、AWS リソースを管理するために費やす時間を減ら
し、 で実⾏されるアプリケーションに集中する時間を増やすこと
ができるように、これらのリソースをモデル化してセットアップするた
めに役⽴つサービスです。
CloudFormation
AWS

29

は、サーバーレスアプリケーシ
ョンを定義するための便利な⽅法です。
は CloudFormation でネ
イティブにサポートされており、サーバーレスリソースを表現するための簡易
構文を定義します。アプリケーションをデプロイするには、CloudFormation
テンプレートで、アプリケーションの一部として必要なリソースを、それらに
関連する許可ポリシーと共に指定し、デプロイメントアーティファクトをパッ
ケージ化して、そのテンプレートをデプロイするだけです。

AWS Serverless Application Model (AWS SAM)
30AWS SAM
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分散型システムのコンポーネント

が個々のマイクロサービスに関連する課題をどのように解決できるかを考
察し終えたところで、サービス検出、データ整合性、非同期通信、および分散
モニタリングと監査などのサービス間共通の課題に着目していこうと思いま
す。

AWS

サービス検出

マイクロサービスアーキテクチャの主な課題の一つは、サービスをお互いに検
出して対話させることです。マイクロサービスアーキテクチャの分散型の特徴
として、サービスの通信がより困難なだけでなく、これらのシステムの正常性
のチェックや新しいアプリケーションがオンラインになるときの情報伝達にお
ける課題もあります。さらに、アプリケーションが使用できる設定データなど
のメタストア情報をどのように、どこに保存するかを決定する必要もありま
す。ここでは、マイクロサービスベースのアーキテクチャのために AWS でサ
ービス検出を⾏う⼿法をいくつか検討します。
クライアント側でのサービス検出
異なる階層またはサービスを接続するための最もシンプルなアプローチは、通
信ソースの設定の一環としてターゲットの IP アドレスをハードコーディング
することです。この設定は、ドメインネームシステム (DNS) またはアプリケー
ション設定に保存し、システムがお互いに通信する必要があるときにいつでも
活用することができます。当然ながら、このソリューションはアプリケーショ
ンがスケールするときにはうまく機能しません。これは、ターゲットプロパテ
ィの動的な性質のため、マイクロサービスアーキテクチャには推奨されませ
ん。IP アドレスであるかポート情報であるかに関わらず、ターゲットシステム
がそのプロパティを変更するたびに、ソースシステムもその設定をアップデー
トしなければなりません。

図 7: クライアント側でのサービス検出
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ベースのサービス検出
の利点の 1 つは、障害発生時におけるバックエンド
サービスのヘルスチェックと自動登録/登録解除です。Application Load
Balancer は、パスベースおよびホストベースのルーティングアプローチも提供
します。これらの機能を DNS 機能と組み合わせることにより、最小限の手間と
低コストでシンプルなサービス検出ソリューションを構築することが可能で
す。
各マイクロサービスにカスタムドメインネームを設定し、CNAME エントリを
使ってそのドメインネームを Application Load Balancer の DNS 名に関連付け
ることができます。 サービスエンドポイントの DNS 名はその後、アクセスを
必要とする他のアプリケーション間で公開されます。

Application Load Balancer
Application Load Balancing

31

図 8: Application Load Balancer ベースのサービス検出
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ベースのサービス検出
は、サービス検出情報を保持するためのもう一つのソースに
することができます。

DNS
Amazon Route 53

図 9: ドメインネームシステムベースのサービス検出
Route 53

は、可用性と拡張性の高いクラウド DNS ウェブサービスです。

32

は、サービス検出のために活用できる機能を複数提供します。プライ
ベートホストゾーン機能により、ドメインまたはサブドメインの DNS レコー
ドセットを保持して、特定の仮想プライベートクラウド (VPC) へのアクセスを
制限することができます。 お客様は、IP アドレス、ホスト名、およびポート
情報を特定のマイクロサービスのサービスレコード (SRV レコード) として登
録して、関連するクライアントマイクロサービスの VPC へのアクセスを制限
します。アプリケーションのステータスを定期的に検証し、場合に応じてリソ
ースレコード間でフェイルオーバーをトリガーするヘルスチェックを設定する
こともできます。
Amazon ECS イベントストリームを使用したサービス検出
Route 53 ベースのサービス検出を実装するための別のアプローチは、Amazon
ECS イベントストリーム機能の性能を活用することです。
Route 53

33

34
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図 10: Amazon ECS イベントストリームを使用したサービス検出

イベント向けの Amazon ECS イベントストリームを使用して、
クラスター内の両方のコンテナインスタンスの現状と、これらの
コンテナインスタンスで実⾏される全タスクの現状に関する通知をほぼリアル
タイムで受け取ることができます。ECS クラスター内の特定の変更 (例：開
始、停止) をフィルタして、その情報を Route 53 の DNS エントリのアップデ
ートに使用するために、CloudWatch ルールを使用することが可能です。
設定管理を使⽤したサービス検出
設定管理ツール (Chef、Puppet、または Ansible など) の使用は、サービス検出
を実装するためのもう一つの方法です。EC2 インスタンスで実⾏されているエ
ージェントは、サーバー起動時に設定情報を登録できます。この情報は、他の
設定管理情報と共に、ホストまたは⼀元化されたストアに保存することができ
ます。
設定管理ツールの使⽤における課題の⼀つは、ヘルスチェックをアップデート
する頻度です。クライアントの設定は、アプリケーションの正常性を取得し、
ステータス情報が古くなることを防ぐために、アップデートを直ちに反映する
よう徹底して⾏う必要があります。

CloudWatch
Amazon ECS

35

23

ページ

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

図 11 は、設定管理システム AWS OpsWorks を使用したサービス検出メカニズ
ムを示しています。
は、サーバー設定をコードとして扱う自動化プラットフォー
ムである を使⽤する設定管理サービスです。OpsWorks は、EC2
インスタンスまたはオンプレミスコンピューティング環境全体における
サーバーの設定⽅法、デプロイ⽅法、および管理⽅法を⾃動化するため
に Chef を使用します。
OpsWorks
Chef

36

図 11: 設定管理を使⽤したサービス検出

ストアを使用したサービス検出
マイクロサービスの検出には、Key / Value ストアを使用することもできます。
このアプローチの構築は他のアプローチと比べて時間がかかりますが、より優
れた柔軟性と拡張性を提供し、DNS キャッシング問題を生じません。また、
Netflix Ribbon などのクライアント側の負荷分散手法ともうまく連携します。
クライアント側の負荷分散は、ボトルネックをなくし、管理をシンプル化す
るために役⽴ちます。
図 12 は、Amazon DynamoDB を Key / Value ストアとして活用し、他のマイク
ロサービスにステータス変更を反映するために Amazon DynamoDB ストリー
ムを活用するアーキテクチャを示しています。
Key / Value

37

38

24

ページ

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

図 12:Key / Value ストアを使用したサービス検出

サードパーティーソフトウェア
サービス検出を実装するための異なるアプローチには、HashiCorp Consul 、
etcd 、または Netflix Eureka といったサードパーティーソフトウェアを使用
するものがあります。3 つの例はすべて、分散型で信頼性のある Key / Value
ストアです。HashiCorp Consul については、柔軟でスケーリング可能な AWS
クラウド環境をセットアップし、希望の設定で HashiCorp Consul を自動的に
起動する AWS クイックスタート があります。
39
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42

分散データ管理

モノリシックアプリケーションは、通常大規模なリレーショナルデータベース
によってバックアップされており、これはすべてのアプリケーションコンポー
ネントに共通するシングルデータモデルを定義します。マイクロサービスアプ
ローチでは、このような中央データベースは分散型の独⽴したコンポーネント
を構築する目的の妨げとなります。各マイクロサービスコンポーネントは、そ
れぞれ独自のデータ永続化レイヤーを持つ必要があります。
しかし、分散データ管理は新たな課題を⽣じます。CAP 定理で説明されている
通り、分散型マイクロサービスアーキテクチャは本質的にパフォーマンスのた
めに整合性を犠牲にし、結果整合性を受け入れなければなりません。
マスターデータ管理ツールとプロシージャによって精選された重要なリファレ
ンスデータの一元化されたストアの構築は、マイクロサービスがそれらの重要
なデータを同期化し、場合に応じて状態をロールバックする手段を提供しま
す。 スケジュールされた Amazon CloudWatch イベントと共に AWS Lambda
を使用することにより、シンプルなクリーンアップと重複排除メカニズムを構
築することができます。
43

44
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状態の変化が複数のマイクロサービスに影響を与えることは非常によくありま
す。このような場合は、イベントソーシングが有益なパターンであることが実
証されています。 イベントソーシングの背景にある主なアイデアは、すべて
のアプリケーション変更をイベントレコードとして表し、永続化することで
す。アプリケーション状態を永続化するかわりに、データがイベントのストリ
ームとして保存されます。データベースのトランザクションロギングシステム
とバージョン管理システムは、よく知られている 2 つのイベントソーシング例
です。イベントソーシングにはいくつかの利点があります。状態を任意の時点
で判断し、再構築できることです。これは必然的に、永続的な監査証跡を生成
し、デバッグも促進します。
マイクロサービスアーキテクチャのコンテキストでは、イベントソーシング
が、公開/サブスクライブパターンを使⽤してアプリケーションの異なるパー
ツの非干渉化を可能にし、個別のマイクロサービスのために同じイベントデー
タを異なるデータモデルにフィードします。イベントソーシングは、読み取り
を書き込みワークロードから切り離し、両⽅をパフォーマンス、拡張性、およ
びセキュリティ向けに最適化するために、CQRS (コマンドクエリ責務分離) パ
ターンと併せて使用されることが頻繁にあります。 従来のデータ管理システ
ムでは、コマンドとクエリが同じデータリポジトリに対して実⾏されます。
図 13 は、AWS でイベントソーシングパターンを実装する方法を示していま
す。Amazon Kinesis Streams は、アプリケーション変更をイベントとしてキャ
プチャーし、それらを Amazon S3 で永続化する中央イベントストアの主要コ
ンポーネントとして機能します。
46

47

は、特化されたニーズのために、ストリーミングデータ
を処理または分析するカスタムアプリケーションを構築することを可能
にします。 Kinesis Streams は、ウェブサイトのクリックストリーム、
⾦融取引、ソーシャルメディアフィード、IT ログ、およびロケーション
追跡イベントなどの数十万ものソースから、1 時間当たりテラバイト単
位のデータを連続的にキャプチャーし、保存することができます。
Kinesis Streams
48

図 13 は、Amazon API Gateway、Amazon EC2、および Amazon DynamoDB で
構成された 3 つの異なるマイクロサービスを表しています。⻘⾊の⽮印はイベ
ントのフローを示します。マイクロサービス 1 でイベント状態の変更が⽣じる
と、このマイクロサービスは Kinesis Streams にメッセージを書き込むことに
よってイベントを公開します。すべてのマイクロサービスは、EC2 インスタン
スの集合体で、メッセージのコピーを読み込み、そのマイクロサービスへの関
26
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連性に基づいてコピーをフィルターして、場合によってはそれをさらに処理す
るために転送する独自の Kinesis Streams アプリケーションを実⾏します。

図 13: AWS におけるイベントソーシングパターン

は、すべてのマイクロサービス全体の全イベントを永続的に保存し
ます。デバッグ、アプリケーション状態のリカバリー、またはアプリケーショ
ン変更の監査において信頼できる唯一の情報源です。

Amazon S3

非同期通信と軽量メッセージング

従来のモノリシックアプリケーション通信は比較的に単純です。アプリケーシ
ョンのパーツは、メソッドコール、または内部のイベントディストリビューシ
ョンメカニズムを使用して他のパーツと通信することができます。同じアプリ
ケーションが非干渉化されたマイクロサービスを使用して実装されている場
合、アプリケーションの異なるパーツ間の通信は、ネットワーク通信を使⽤し
て実装される必要があります。
REST ベースの通信
HTTP/S プロトコルは、マイクロサービス間の同期通信を実装する最も一般的
な方法です。ほとんどの場合、RESTful API は HTTP をトランスポートレイヤ
ーとして使用します。REST アーキテクチャースタイルは、ステートレス通
信、統一インターフェイス、および標準メソッドに依存します。
27
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を使用することにより、Amazon EC2 と Amazon ECS で実⾏され
ているワークロード、Lambda で実⾏されているコード、または任意のウェブ
アプリケーションなどのバックエンドサービスから、データ、ビジネスロジッ
ク、または機能にアクセスするための「玄関口」として機能する API を作成で
きます。API Gateway サービス で定義された API オブジェクトは、リソースと
メソッドのグループです。リソースは API のドメイン内にある型付きオブジェ
クトで、他のリソースにデータモデルまたはリレーションシップを関連付けて
いる場合があります。各リソースは、1 つ、または複数のメソッド、つまり
GET、POST、または PUT などの標準的な HTTP 動詞に応答するよう設定でき
ます。REST API は、異なるステージへのデプロイ、バージョニング、および
新しいバージョンへのクローンを⾏うことができます。
API Gateway は、トラフィック管理、許可とアクセスコントロール、モニタリ
ング、API バージョン管理を含む、最⼤数⼗万個もの同時 API コールの受け入
れと処理に関与するすべてのタスクを処理します。
非同期メッセージング
メッセージパッシングは、マイクロサービス間の通信を実装するための追加の
パターンです。サービスは、キュー経由でメッセージを交換することによって
通信します。この通信スタイルの主なメリットの 1 つは、サービス検出を⾏う
必要ないことです。Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) および
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、このパターンの実装を
シンプルにします。
API Gateway

は、高速で信頼性があり、スケーラブルな完全マネージド
型のキューサービスで、クラウドアプリケーションのコンポーネントの
非⼲渉化をシンプル化し、コスト効率を向上させます。
Amazon SNS は完全マネージド型通知サービスで、アプリケーションか
らメッセージを公開し、それらを受信者やその他アプリケーションに直
ちに配信するための⾼スケーラブルで柔軟なコスト効率の⾼い機能を開
発者に提供します。
Amazon SQS

49
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どちらのサービスも、互いに密接に連携します。Amazon SNS は、アプリケー
ションがプッシュメカニズムを介して複数の受信者にメッセージを送信するこ
とを可能にします。Amazon SNS と Amazon SQS を併用することによって、1
つのメッセージを複数のコンシューマーに配信することができます。図 14
は、Amazon SNS と Amazon SQS の統合を示しています。
28
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図 14: AWS におけるメッセージバスパターン

キューを SNS トピックにサブスクライブすると、そのトピックにメッセ
ージを公開することができ、Amazon SNS はサブスクライブされた SQS キュー
にメッセージを送信します。メッセージには、トピックに公開された件名とメ
ッセージと共に、JSON 形式のメタデータ情報が含まれています。
オーケストレーションとステート管理
マイクロサービスの分散型の性質は、関与する複数のマイクロサービスとのワー
クフローの調整を困難にします。開発者は、それぞれのサービスにオーケストレ
ーションコードを直接追加したくなるかもしれません。これは密結合を生じ、
個々のサービスを迅速に置き換えることを困難にするため、避けるべきです。
SQS

は、視覚的なワークフローを使用して、分散アプリケ
ーションとマイクロサービスのコンポーネントの調整を容易にします。

AWS Step Functions

51

は、それぞれが個別の機能を実⾏する個々のコンポーネントか
らアプリケーションを構築するために使用することができます。Step
Functions は、エラー処理およびシリアル化/並列化など、サービスオーケスト
レーションの複雑性を隠すステートマシンを提供します。これにより、サービ
ス内における追加の連携コードを避けると同時に、アプリケーションを素早く
スケールし、変更することができます。
Step Functions は、確実にコンポーネントを連携させ、アプリケーションの機
能を段階的に⾏うための⽅法です。Step Functions は、アプリケーションのコ
ンポーネントを一連のステップとして配置し、可視化するグラフィカルコンソ
ールを提供します。これにより、分散サービスの構築と実⾏がシンプル化され
ます。Step Functions は、各ステップを自動的にトリガーして追跡し、エラー
が発⽣したときは再試⾏するため、アプリケーションは順序正しく、期待通り
Step Functions
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に実⾏されます。Step Functions は各ステップの状態を記録することから、問
題が発生したときにはそれを素早く診断し、デバッグできます。コードを記述
しなくても、ステップを変更および追加して、アプリケーションを進化させ、
より迅速にイノベーションを実現することが可能です。
Step Functions は AWS サーバーレスプラットフォームの一部で、Lambda 関
数のオーケストレーションの他、Amazon EC2 および Amazon ECS などのコン
ピューティングリソースに基づいたアプリケーションもサポートします。図 15
は、Lambda 関数の呼び出しが Step Functions から AWS Lambda に直接プッ
シュされる一方、Amazon EC2 または Amazon ECS のワーカーが呼出しのため
のポーリングを継続的に⾏うことを説明しています。
Step Functions はオペレーションと基盤となるインフラストラクチャを管理し
て、規模に関わらず、アプリケーションが使用可能であることを確実にするた
めに役⽴ちます。
AWS Step Functions

プッシュ

Lambda

ポーリング

関数

EC2

図 15: AWS Step Functions でのオーケストレーション

は、ワークフローの構築に Amazon States Language を使用し
ます。 ワークフローには、シーケンシャルステップやパラレルステップに加
え、分岐ステップも含めることができます。
図 16 は、シーケンシャルステップとパラレスステップを組み合わせたマイク
ロサービスアーキテクチャのワークフローの例を⽰しています。このようなワ
Step Functions
52
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ークフローの呼び出しは、Step Functions API または API Gateway を介して⾏
うことができます。

図 16: AWS Step Functions によって呼び出されたマイクロサービスワークフローの例
分散モニタリング

マイクロサービスアーキテクチャは、モニタリングが必要なさまざまな分散パ
ーツで構成されています。
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は、AWS クラウドリソースと、AWS で実⾏されるアプリ
ケーションのためのモニタリングサービスです。
CloudWatch

53

は、メトリクスの収集と追跡、ログファイルの一元化とモニタリ
ング、アラームの設定、および AWS 環境における変更に⾃動で対応するため
に使用できます。CloudWatch では、EC2 インスタンス、DynamoDB テーブ
ル、および RDS DB インスタンスなどの AWS リソースはもちろん、お客様の
アプリケーションとサービスによって生成されたカスタムメトリクス、および
お客様のアプリケーションが生成するあらゆるログファイルも監視できます。
モニタリング
CloudWatch を使⽤して、リソース使⽤率、アプリケーションパフォーマン
ス、およびオペレーションの状態についてシステム全体の⾒通しを得ることが
できます。CloudWatch は、ほんの数分で使用を開始できる、信頼性が高くス
ケーラブルで、柔軟性があるモニタリングソリューションを提供します。独自
のモニタリングシステムやインフラストラクチャをセットアップ、管理、スケ
ールする必要はもはやありません。マイクロサービスアーキテクチャでは、開
発者が各サービスに対してどのメトリクスを収集するべきかを決定できるた
め、CloudWatch を使用したカスタムメトリクスをモニタリングする機能は追
加のメリットとなります。これに加えて、カスタムメトリックスに基づいて動
的なスケーリングを実装することもできます。
ログの一元化
整合性のあるロギングは、問題のトラブルシューティングと識別に⽋かせませ
ん。マイクロサービスは、チームがこれまで以上に多くのリリースを送り出す
ことを可能にし、本番環境で新しい機能を試験するようにエンジニアリングチ
ームを励まします。顧客への影響を理解することは、アプリケーションを段階
的に改善するために極めて重要です。
AWS サービスの⼤半は、すでにログファイルの⼀元化を⾏っています。AWS
のログファイルの主な送信先は、Amazon S3 と Amazon CloudWatch Logs で
す。EC2 インスタンス上で実⾏されているアプリケーションの場合は、
CloudWatch Logs にログファイルの送信するためのデーモンを使用することが
できます。Lambda 関数は、それらのログ出⼒を CloudWatch ログにネイティ
ブに送信し、Amazon ECS には CloudWatch Logs へのコンテナログの一元化を
可能にする awslogs ログドライバーのサポートが含まれています。
CloudWatch
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図 17 は、一部のサービスにおけるロギング機能を説明しています。これによ
り、チームは Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) および Kibana といっ
たツールを使⽤して、これらのログを検索し、分析することができます。
Amazon S3 内の⼀元化されたログファイルに対してアドホッククエリを実⾏す
るには、Amazon Athena を使用することができます。

図 17: AWS サービスのロギング機能

分散トレース
多くの場合、⼀連のマイクロサービスが連携して⼀つのリクエストを処理しま
す。数十ものマイクロサービスで構成される複雑なシステムで、コールチェー
ン内のサービスの一つにエラーが発生したことを想像してください。すべての
マイクロサービスが正常にロギングしていて、ログが中央システムに統合され
ているとしても、関連するログメッセージのすべてを⾒つけることは非常に困
難です。
は、アプリケーション内で転送されるリクエストがエンド
ツーエンドで表示され、アプリケーションの基盤となるコンポーネント
のマップも表示されます。

AWS X-Ray

56

X-Ray の背景にある中核的なアイデアは、相関 ID の使用です。これは、特定
のイベントチェーンに関連するすべてのリクエストとメッセージに付けられた
固有の識別⼦です。トレース ID は、リクエストが最初の X-Ray 統合済みサー
ビス (Application Load Balancer や API Gateway など) に到達するときに、XAmzn-Trace-Id という名称の特定のトレースヘッダーにある HTTP リクエス
トに追加され、レスポンスに包含されています。X-Ray SDK を使用することに
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より、すべてのマイクロサービスが、このヘッダーを読むだけでなく、追加や
アップデートも⾏うことができます。
AWS X-Ray は、Amazon EC2、Amazon ECS、AWS Lambda、および AWS
Elastic Beanstalk と連携します。X-Ray は、これらのサービスにデプロイされ
ている Java、Node.js、および .NET で記述されたアプリケーションで使用で
きます。

図 18: AWS X-Ray サービスマップ

でのログ分析のオプション
ログデータの検索、分析、および可視化は、分散システムを理解する上での重
要な側⾯です。ログファイルを分析するための主流オプションの 1 つは、
Amazon ES を Kibana と併用することです。
AWS

を使用すると、Elasticsearch のデプロイ、運用、およびス
ケーリングを簡単に⾏い、ログ分析、アプリケーションモニタリング、
インタラクティブな検索などに使⽤することができます。

Amazon ES

57

は、全⽂検索、構造検索、分析、およびこれら 3 つすべての組み合
わせで使用することができます。Kibana は Amazon ES 向けのオープンソース
のデータ可視化プラグインで、Amazon ES とシームレスに統合します。

Amazon ES
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図 19 は、Amazon ES と Kibana を使用したログ分析を示しています。
CloudWatch Logs は、CloudWatch Logs サブスクリプションを通じて、ログエ
ントリをほぼリアルタイムで Amazon ES にストリームするように設定するこ
とができます。Kibana はデータを可視化し、Amazon ES のデータストアに対
して、便利な検索インターフェイスを公開します。このソリューションは、異
常、スパイク、または関心のあるその他パターンがデータ内で検知された場合
に、SNS 通知や E メールの送信、JIRA チケットの作成などを⾏うアラートシ
ステムを実装するために、ElastAlert などのソフトウェアと組み合わせて使用
することができます。
58

図 19: Amazon Elasticsearch Service と Kibana を使用したログ分析

ログファイルを分析するためのもう 1 つのオプションとして、Amazon
を Amazon QuickSight と共に使用することができます。

Redshift

は、ペタバイト規模の高速な完全マネージド型データウ
ェアハウスサービスで、既存のビジネスインテリジェンスツールを使用
した全データの分析をシンプル化して、コスト効率性を向上させます。
Amazon QuickSight は、データを可視化し、アドホック分析を⾏って、
データからビジネスインサイトを素早く取得するための、高速なクラウ
ド駆動のビジネス分析サービスです。
Amazon Redshift
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は、
、
、
、
、
、
、および
を
含む データサービスに簡単に接続できます。
Amazon CloudWatch Logs はログデータの一元化されたストアとして機能する
ことができ、データの保存に加え、ログエントリを Amazon Kinesis Firehose
にストリーミングすることも可能です。

Amazon QuickSight
Amazon Redshift Amazon RDS Amazon Aurora
Amazon EMR Amazon DynamoDB Amazon S3
Amazon Kinesis
AWS

は、Amazon S3、Amazon Redshift、または Amazon
などの送信先にリアルタイムのストリーミングデータを配信するた
めの完全マネージド型サービスです。
Kinesis Firehose
ES

61

図 20 は、CloudWatch Logs と Kinesis Firehose を使用して、ログエントリが
異なるソースから Amazon Redshift にストリーミングされるシナリオを表して
います。Amazon QuickSight は、分析、レポート、および可視化のために
Amazon Redshift に保存されたデータを使用します。

図 20: Amazon Redshift と Amazon QuickSight を使用したログ分析

図 21 は、Amazon S3 でのログ分析のシナリオを表しています。ログが S3 バケ
ットに保存されるときは、ログデータを、たとえば Amazon Redshift や
36
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などの異なる AWS データサービスにロードし、ログストリーム
に保存されたデータを分析して異常を⾒つけることができます。

Amazon EMR

図 21: Amazon S3 でのログ分析
チャティネス（対話頻度）

モノリシックアプリケーションを小さなマイクロサービスに分割することによ
り、マイクロサービス同士が対話する必要が生じるため、通信オーバーヘッド
が増加します。多くの実装で、REST over HTTP が通信プロトコルとして使わ
れています。このプロトコルは軽量ですが、⾼ボリュームが問題の原因となる
可能性があります。場合によっては、⼤量のメッセージを送受信するサービス
の統合を検討することが理にかなうこともあります。チャティネス（対話頻
度）を削減するためだけにますます多くのサービスを統合するような状況にな
った場合は、問題のあるドメインとドメインモデルを⾒直すようにしてくださ
い。
プロトコル
本ホワイトペーパーの前半にある「非同期通信と軽量メッセージング」という
セクションで、さまざまな実⾏可能なプロトコルについて説明しました。マイ
クロサービスでは、HTTP のようにシンプルなプロトコルの使用がごく一般的
です。サービスによって交換されるメッセージは、たとえば JSON や YAML な
37

ページ

アマゾン ウェブ サービス – AWS におけるマイクロサービス

どの可読形式、または Avro や Protocol Buffer などの効率的なバイナリ形式と
いったさまざまな方法でエンコードできます。
キャッシング
キャッシュは、マイクロサービスアーキテクチャのレイテンシーとチャティネ
ス（対話頻度）を軽減する優れた方法です。実際のユースケースとボトルネッ
クに応じて、いくつかのキャッシュレイヤーの使用が可能です。AWS で実⾏
されているマイクロサービスアプリケーションの多くは、結果をローカルにキ
ャッシュすることによって他のマイクロサービスへの呼び出し回数を削減する
ために Amazon ElastiCache を使用しています。API Gateway は、内蔵のキャ
ッシュレイヤーを提供してバックエンドサーバーの負荷を減らします。さら
に、キャッシングはデータ永続化レイヤーから負荷を減らすためにも便利で
す。すべてのキャッシュメカニズムにおける課題は、良好なキャッシュヒット
率とデータの適時性/整合性の間における適切なバランスを⾒つけることで
す。
監査

何百もの分散サービスを持つ可能性があるマイクロサービスアーキテクチャで
対応すべきもう一つの課題は、すべてのサービスにおけるユーザーアクション
の可視性を確保し、組織レベルの全体図をよく把握できるようにすることで
す。セキュリティポリシーの実施を援助するためにも、リソースアクセスに加
え、システム変更につながるアクティビティの両⽅を監査することが⼤切で
す。変更は個々のサービスレベル、およびサービス全体にまたがる広範囲のシ
ステムで追跡する必要があります。マイクロサービスアーキテクチャでは、ご
く頻繁に変更が⾏われることが⼀般的です。これは、変更の監査がさらに重要
となることを意味します。本セクションでは、マイクロサービスアーキテクチ
ャを監査するために役⽴つ AWS の主要サービスと機能に注目します。
監査証跡
AWS CloudTrail は、AWS クラウドで⾏われたすべての API コールをログに記
録し、それらをほぼリアルタイムで CloudWatch Logs に、または数分以内に
Amazon S3 に渡すことを可能にするため、マイクロサービスにおける変化を追
跡するために便利なツールです。
は、お客様のアカウントに対する AWS API コールを記録
し、ログファイルをお客様に送信するウェブサービスです。 これに
CloudTrail
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は、AWS マネジメントコンソール、AWS CLI、SDK で⾏われた呼び出
しと、AWS API に直接⾏われた呼び出しが含まれます。
すべてのユーザーアクションと⾃動化されたシステムが検索可能となり、予期
しない動作、企業ポリシー違反、またはデバッグのためにそれらを分析するこ
とができます。記録される情報には、ユーザー/アカウント情報、タイムスタ
ンプ、リクエストされたアクションと共に呼び出されたサービス、呼び出し元
の IP アドレスの他、リクエストパラメータとレスポンス要素が含まれます。
CloudTrail では、同じアカウントに対して複数の証跡の定義が許可されます。
これにより、セキュリティ管理者、ソフトウェア開発者、または IT 監査人な
どのさまざまな利害関係者が独⾃の証跡を作成して管理することが可能になり
ます。それぞれのマイクロサービスチームに異なる AWS アカウントがある場
合は、証跡を単一の S3 バケットに集約することができます。
S3 バケットに CloudTrail ログファイルを保存することには、いくつかの利点
があります。証跡データは永続的に保存され、新しいファイルは SNS 通知をト
リガー、またはログファイルを解析するための Lambda 関数を開始することが
でき、ライフサイクルポリシーを介してデータを Amazon Glacier に自動でア
ーカイブすることもできます。 これに加えて (前出のパフォーマンスモニタリ
ングについてのセクションで説明した通り)、データをさらに分析するために
Amazon EMR または Amazon Redshift といったサービスを活用することもで
きます。
CloudWatch に監査証跡を保存する利点は、証跡データがリアルタイムで⽣成
されること、検索のために情報が Amazon ES に再ルーティングされること、
および可視化がとても容易になることです。Amazon S3 と CloudWatch Logs
の両方にログ記録する CloudTrail を設定することも可能です。
イベントとリアルタイムアクション
システムアーキテクチャにおける特定の変更には、迅速に対応する必要がある
もの、修復するためのアクションを実⾏する必要があるもの、または承認する
ために特定のガバナンス手順に従う必要があるものがあります。
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は、AWS リソースでの変更を説明するシステムイ
ベントのほぼリアルタイムのストリームを配信します。 宣言型のルー
CloudWatch Events
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ルは、関⼼のあるイベントを、実⾏する⾃動化されたアクションに関連
付けます。
の CloudTrail との統合により、CloudWatch Events が、
の全サービスにまたがって、すべての変異し続ける API コールに対する
イベントを生成することを可能にします。カスタムイベントの定義、固定スケ
ジュールに基づいたイベントの生成も可能です。
イベントが生成され、それがお客様のシステム内で定義されたルールに一致す
るときは、お客様の組織内の適切な⼈材に直ちに通知することができます。こ
れにより、通知を受けた⼈は適切なアクションを講じることができます。さら
に、自動的に内蔵のワークフローをトリガーする、または Lambda 関数を呼び
出すことも可能です。
図 22 は、マイクロサービスアーキテクチャ内での監査と修復要件に対応する
ために CloudTrail と CloudWatch Events が連携するセットアップを示してい
ます。マイクロサービスはすべて CloudTrail によって追跡され、監査証跡は
Amazon S3 バケットに保存されます。CloudWatch Events は CloudTrail の上に
配置されており、アーキテクチャに対して特定の変更が⾏われた場合にアラー
トをトリガーします。

CloudWatch Events
AWS
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図 22: 監査と修復

リソースインベントリと変更管理
アジャイル開発チーム内で急速に変化するインフラストラクチャ設定に対する
コントロールを維持するには、アーキテクチャの監査とコントロールに対する
さらに自動化されたマネージド型アプローチが有益です。
は、AWS リソースインベントリ、設定履歴、および設定変
更通知を提供してセキュリティとガバナンスを有効化する完全マネージ
ド型サービスです。 AWS Config ルール機能では、AWS Config によっ
て記録された AWS リソースの設定を自動的にチェックするルールを作
成することができます。

AWS Config
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と CloudWatch Events がマイクロサービス全体におけるインフラス
トラクチャの変更を追跡してそれらに対応する⼀⽅、AWS Config ルールは、
企業が特定のルールを使用してセキュリティポリシーを定義し、これらのポリ
シーに対する違反を自動的に検知、追跡し、警告します。
次の例では、HTTPS リクエストのみを許可するのではなく、インバウンド
HTTP トラフィックにもエンドポイントを解放するために、開発者チームがマ
イクロサービスの API Gateway に変更を⾏いました。これは組織のセキュリテ
ィコンプライアンスに関する懸念となります。AWS Config ルールはこのタイ
プのコンプライアンス違反を監視しており、変更をセキュリティ違反として識
別し、2 つのアクションを実⾏します。S3 バケットで検知された変更のログの
作成 (監査用) と、SNS 通知の作成です。
このシナリオでは、Amazon SNS が 2 つの目的のために使用されます。1) セキ
ュリティ違反について通知するために E メールを指定されたグループに送信す
ること、および 2) SQS キューにメッセージを追加することです。メッセージ
が SQS キューから取得され、API Gateway の設定を変更することによってコン
プライアンス状態が回復します。この例は、お客様のマイクロサービスアーキ
テクチャ内でコンプライアンスに違反した設定変更が⾏われた場合に、それが
どのように検知および通知され、自動的に応答されるかを示しています。
CloudTrail

図 23: AWS Config を使用したセキュリティ違反の検知
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まとめ

マイクロサービスアーキテクチャは、従来のモノリシックなアーキテクチャの
制限を克服するために設計された分散型アプローチです。マイクロサービス
は、サイクルタイムを改善しながらアプリケーションと組織をスケールする上
で役⽴ちます。⼀⽅で、アーキテクチャの複雑性と運⽤⾯の負担が新たに⽣じ
るという課題も伴います。
AWS が提供する幅広いポートフォリオのマネージドサービスは、製品チーム
がマイクロサービスアーキテクチャを構築し、アーキテクチャおよび運用の複
雑性を最⼩限にする上で役⽴ちます。本ホワイトペーパーは、AWS 関連サー
ビスについてのご紹介と、サービス検出やイベントソーシングなどの一般的な
パターンを AWS サービスにネイティブに実装する方法についての手引きを目
的としています。
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