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このガイドについて 
この実装ガイドでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) クラウドに「マルチリージョンアプリケーシ

ョンアーキテクチャ」ソリューションをデプロイするためのアーキテクチャ上の考慮事項と設定手順に

ついて説明します。これには、セキュリティと可用性に関する AWS のベストプラクティスを使用して

このソリューションをデプロイするために必要な AWS のサービスを起動および設定する AWS 

CloudFormation テンプレートへのリンクが含まれています。 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
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このガイドは、AWS クラウドにおけるアーキテクチャの設計の実務経験がある IT インフラストラクチ

ャアーキテクト、管理者、DevOps プロフェッショナルを対象としています。 

概要 
アマゾンウェブサービス (AWS) の多くのお客様は、アプリケーションデータの損失をほとんど、また

はまったく発生せずに AWS リージョンの障害からの迅速なシステム復旧を必要とするビジネス要件を

抱えています。バックアップリージョンに簡単にフェイルオーバーできるアクティブ / パッシブサーバ

ーレスアーキテクチャのデモンストレーションを支援するために、AWS では「マルチリージョンアプ

リケーションアーキテクチャ」ソリューションを提供しています。 

このソリューションは Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) クロスリージョンレプリケー

ションと Amazon DynamoDB グローバルテーブルを活用することで、プライマリとセカンダリの 

AWS リージョン間で非同期的にアプリケーションデータをレプリケートします。このソリューション

のデプロイが完了した後で、サンプル写真共有ウェブアプリケーションをデプロイできます。このウェ

ブアプリケーションは、このソリューションのバックエンドレイヤーの視覚的なデモンストレーション

として提供しており、リージョン別フェイルオーバーが機能していることを確認します。 

アプリケーションの目標復旧時間 (RTO) と目標復旧ポイント (RPO) は、フェイルオーバーや災害復旧

シナリオを検討する際の重要なメトリクスです。このソリューションでは、Amazon S3 と Amazon 

DynamoDB に保存されたアプリケーションデータに対して RTO は数秒で RPO は 15 分です。 

コスト 
このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。このソ

リューションを実行するための合計コストは、作成するユーザー数、保存する画像数、アプリケーショ

ンからのアクセス回数により異なります。 

プライマリリージョンである米国東部 (バージニア北部) リージョンとアジアパシフィック (東京) でセ

カンダリリージョンとして、デフォルト設定でこのソリューションを実行するには、1 ヶ月あたり約 

10.00 USD のコストがかかります。この見積もりには、Amazon S3 に保存された写真 (合計サイズ 

https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/dynamodb/global-tables/
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1 GB) と、セカンダリリージョンに複製された Amazon DynamoDB に保存されたコメントに関する

考慮事項が含まれます。 

料金は変更される可能性があります。詳細については、このソリューションで使用する AWS の各サー

ビスの料金表ウェブページを参照してください。 

アーキテクチャの概要 
このソリューションをデプロイすると、AWS クラウドに次の環境が構築されます。 

 

図 1:「マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ」ソリューションのアーキテクチャ図 

AWS CloudFormation テンプレートは、AWS CloudFormation StackSets を利用して、プライマリと

セカンダリ (フェイルオーバー) の両方の AWS リージョンにルーティング層とバックエンドインフラ

ストラクチャをデプロイします。もうひとつの AWS CloudFormation テンプレート (オプション) は、

このソリューションのメインテンプレートのデプロイが完了した後にデプロイできます。このもうひと

つのテンプレートは、 Amazon S3  バケットでホストされる AWS Amplify のサンプル写真共有ウェブ

アプリケーション、ウェブアプリケーションをユーザーに配信するための Amazon CloudFront ディス

トリビューション、およびユーザーがウェブアプリケーション、ルーティング層、バックエンドインフ

ラストラクチャのリソースにアクセスできるようにするための Amazon Cognito ユーザープールと ID 

プールをデプロイします。 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
https://aws.amazon.com/amplify/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html
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このウェブアプリケーションが読み込まれると、アプリケーションの現在の状態 (active、fenced、

failover) についてこのソリューションのルーティング層にクエリが送信され、適切なリージョンで

このソリューションのリソースを対象とするように AWS Amplify が構成されます。アプリケーション

の状態は、ユーザーが新しい写真をアップロードしたとき、またはコメントを追加したときにも取得で

きます。アプリケーションの状態によっては、信頼できるアクションが実行可能かどうか、またはアプ

リケーションを再読み込みする必要があるかどうかを示すメッセージが表示される場合があります。詳

細については、アプリケーションの状態を参照してください。 

ソリューションコンポーネント 

アプリケーションの状態 
「マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ」ソリューションは、3 つの潜在的なアプリケー

ション状態を提供します。この状態の変更については、付録 A を参照してください。 

active: この状態は、アプリケーションが通常どおり動作していることを示します。ウェブアプリケー

ションが読み込まれると、プライマリ AWS リージョンのバックエンドリソースをターゲットとします。

写真のアップロードとコメント機能が有効になっています。アップロードされた写真は、Amazon 

Simple Storage Service (Amazon S3) クロスリージョンレプリケーションを使用して、セカンダリリ

ージョンの S3 バケットに非同期で自動的にレプリケートされます。 

failover: この状態は、プライマリ AWS リージョンが使用できないことを示します。ウェブアプリケ

ーションが読み込まれると、セカンダリ AWS リージョンのバックエンドリソースをターゲットにしま

す。写真のアップロードとコメントは引き続き使用できますが、アプリケーションがフェイルオーバー

状態にある間にアップロードされた写真は、プライマリリージョンの  S3 バケットにレプリケートされ

ません。 

fenced: この状態は、アプリケーションが読み取り専用モードであることを示します。ウェブアプリケ

ーションが読み込まれると、プライマリ AWS リージョンのバックエンドリソースをターゲットとしま

す。新しい写真をアップロードしたり、新しいコメントを投稿したりすることはできませんが、既存の

写真やコメントを表示することができます。 
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ルーティング層 
ルーティング層では、Amazon DynamoDB グローバルテーブルのプライマリ AWS リージョンとセカ

ンダリ AWS リージョンにプロキシ統合された Amazon API Gateway をデプロイします。Amazon 

DynamoDB グローバルテーブルには、アプリケーションの状態が保存されます。フロントエンド層の

ウェブアプリケーションが読み込まれると、プライマリ AWS リージョンの Amazon API Gateway か

らアプリケーションの状態がリクエストされます。プライマリ AWS リージョンが利用できない場合、

ウェブアプリケーションはセカンダリ AWS リージョンの Amazon API Gateway をクエリします。現

在の状態を受け取ると、アプリケーションは AWS Amplify で必要な構成設定を読み込み、プライマリ 

AWS リージョンまたはセカンダリ AWS リージョンのリソースを指定します。ルーティング層の API 

メソッドへのアクセスは、AWS Identity and Access Management (IAM) で保護されます。サンプル

写真共有ウェブアプリケーションは、Amazon Cognito ID プールをデプロイし、認証されたユーザー

ロールに API を呼び出すアクセス許可を付与します。 

バックエンドインフラストラクチャ 
オブジェクトストア 
Amazon S3 バケットは、プライマリリージョンとセカンダリリージョンの両方にデプロイされます。

Amazon S3 クロスリージョンレプリケーションは、プライマリリージョンの Amazon S3 バケットか

らセカンダリリージョンの Amazon S3 バケットにオブジェクトが非同期でレプリケートされるように

設定されています。 

サンプル写真共有ウェブアプリケーションは、ユーザーがアップロードした写真を Amazon S3 バケッ

トに保存します。サンプル写真共有ウェブアプリケーションが active の状態にあり、プライマリ AWS 

リージョンのリソースを使用するように設定されている場合は、ユーザーによりアップロードされた写

真は、プライマリ AWS リージョンの Amazon S3 バケットに保存されます。その後、セカンダリリー

ジョンに非同期でレプリケートされます。 
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注意: このソリューションは、バックアップリージョンへのフェイルオーバーを可能にするアクティ

ブ / パッシブアーキテクチャを示しています。オブジェクトは、プライマリ AWS リージョンからセ

カンダリ AWS リージョンにのみレプリケートされます。  

アプリケーションが failover 状態にある場合にユーザーが写真をアップロードすると、その写真は

セカンダリ AWS リージョンの  Amazon S3  バケットに保存されますが、プライマリ AWS リージ

ョンにはレプリケートされません。  

Amazon API Gateway と Amazon DynamoDB グローバルテーブル 
このソリューションは、Amazon DynamoDB グローバルテーブルのプライマリ AWS リージョンとセ

カンダリ AWS リージョンにプロキシ統合された Amazon API Gateway をデプロイします。Amazon 

API Gateway へのアクセスは IAM で制御されます。 

サンプル写真共有ウェブアプリケーションは、Amazon API Gateway と Amazon DynamoDB を使用

して、アップロードされた写真に対するコメントを保存および取得します。サンプル写真共有アプリケ

ーションで写真を選択すると、GET リクエストが作成され、選択した写真のコメントが取得されます。

サンプル写真共有アプリケーションにコメントが追加されると、コメントを保存するための POST リク

エストが作成されます。 

サンプル写真共有ウェブアプリケーション 
multi-region-application-architecture-demo-ui AWS CloudFormation テンプレートをデ

プロイすると、このソリューションでサンプル写真共有アプリケーションが利用できます。(オプショ

ン) React with AWS Amplify サンプル写真共有アプリケーションが作成され、このソリューションの

バックエンド層の視覚的なデモンストレーションとして使用できます。これにより、AWS リージョン

別フェイルオーバーが機能していることを確認できます。このウェブアプリケーションは、Amazon 

S3 バケットでホストされる静的ウェブサイトとしてデプロイされます。レイテンシーを軽減し、セキ

ュリティを向上させるために、このソリューションには、オリジンアクセスアイデンティティを持つ 

Amazon CloudFront ディストリビューションが含まれています。これは特別な Amazon CloudFront 

ユーザーで、このソリューションのウェブサイトバケットコンテンツへのアクセスを制限するのに役立

ちます。 

https://docs.amplify.aws/start/q/integration/react


アマゾンウェブサービス - マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ 2021 年 1 月 

9 / 21 ページ 

このウェブアプリケーションでは、ユーザーのサインイン、画像のアップロードと共有、および画像へ

のコメント入力がサポートされています。Amazon Cognito は、ユーザーがこのソリューションの API 

を呼び出して、Amazon S3 バケットに保存されているイメージのアップロード / 表示を許可するよう

に認証します。画像はプライマリ AWS リージョンの Amazon S3 バケットにアップロードされ、

Amazon S3 クロスリージョンレプリケーションを使用してセカンダリ AWS リージョンにレプリケー

トされます。写真のコメントは、Amazon DynamoDB グローバルテーブルに保存されます。新しいユ

ーザーは、Amazon Cognito コンソールを使用してのみユーザープールに追加できます。このウェブア

プリケーションからの新しいユーザーのサインアップは許可されていません。 

注意: このソリューションでは、Amazon Cognito を使用した写真へのアクセスを制限していませ

ん。アップロードされた全ての写真は、アプリケーションを利用する全ユーザーで閲覧可能です。  

サンプル写真共有ウェブアプリケーションのデプロイの詳細については、付録 B を参照してください。 

設計に関する考慮事項 

AWS CloudFormation StackSets 
このソリューションでは、AWS CloudFormation StackSets を使用して、ルーティング層とバックエ

ンドインフラストラクチャをプライマリとセカンダリの両方の AWS リージョンにデプロイします。こ

のソリューションをデプロイすると、追加の AWS CloudFormation スタックが各 AWS リージョンで

起動されます。これらの追加のスタックが、このソリューションで管理される StackSets インスタンス

になります。このデプロイにより AWSCloudFormationStackSetExecutionRole が作成され、こ

のロールを  AWS CloudFormation が引き受けます。このロールには  AWS CloudFormation 

StackSets によって作成されたこのソリューションのリソースを管理するために必要なアクセス権限が

含まれています。  

クロスリージョンレプリケーション 
このソリューションでは、Amazon S3 クロスリージョンレプリケーションを活用して、プライマリ 

AWS リージョンの Amazon S3バケットにアップロードされた写真を、セカンダリ AWS リージョン

の Amazon S3バケットに非同期的にレプリケートします。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/replication.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-prereqs-self-managed.html#stacksets-prereqs-advanced-perms
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注意: 写真のレプリケーションは一方向であるため、セカンダリ AWS リージョンの Amazon S3 バ

ケットにアップロードされたオブジェクトは、プライマリ AWS リージョンの Amazon S3 バケット

にレプリケートされません。アプリケーションが failover 状態にある場合にユーザーが写真をアッ

プロードすると、その写真はセカンダリ AWS リージョンの Amazon S3 バケットに保存されます

が、プライマリ AWS リージョンにはレプリケートされません。 

Amazon DynamoDB グローバルテーブル 
このソリューションでは、Amazon DynamoDB グローバルテーブルを活用して、ルーティング層で使

用されるアプリケーションの状態と、バックエンドインフラストラクチャ内の写真のコメントを非同期

的にレプリケートします。CreateGlobalTable API は、各 AWS リージョンの Amazon DynamoDB 

テーブル間のレプリケーション関係を作成するために呼び出されます。 

RTO/RPO 
このソリューションでは、数秒の目標復旧時間 (RTO) と 15 分の目標復旧ポイント (RPO) が許可され

ています。プライマリ AWS リージョンのユーザープールの新しい確認済みユーザーのプロファイルは、

5 分ごとにセカンダリ AWS リージョンにレプリケートされます。Amazon S3 クロスリージョンレプ

リケーションは、アップロードされたオブジェクトの大部分を 15 分でレプリケートするために活用さ

れます。追加されたコメントは Amazon DynamoDB グローバルテーブルに保存されます。グローバル

テーブルでは、新しく書き込まれた項目は数秒以内にすべてのレプリカに伝達されます。 

プライマリ AWS リージョンからセカンダリ AWS リージョンへのフェイルオーバーでは、アプリケー

ションの状態を更新する必要があります。この変更は Amazon DynamoDB グローバルテーブルの項目

に保存されます。アプリケーションの状態が更新されると、ページが更新されるとすぐに、ウェブアプ

リケーションは別のリージョンのリソースをターゲットにします。アプリケーション状態の変更の詳細

については、付録 A を参照してください。 

ソリューションの更新 
このソリューションをすでにデプロイしている場合は、最新のバージョンをインストールする前に、ま

ず以前のバージョンをアンインストールしておく必要があります。アンインストール手順については、

付録 C を参照してください。 

https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/globaltables.V1.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/APIReference/API_CreateGlobalTable.html
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AWS CloudFormation テンプレート 
このソリューションでは、AWS CloudFormation を使用して、「マルチリージョンアプリケーション

アーキテクチャ」ソリューションのデプロイを自動化します。このソリューションには次の AWS 

CloudFormation テンプレートが含まれており、デプロイ前にダウンロード可能です。 

multi-region-application-architecture.template: このテンプレートを

使用して、このソリューションとすべての関連コンポーネントを起動しま

す。デフォルト設定では、Amazon S3 バケット、Amazon DynamoDB テーブル、AWS Lambda 関

数、Amazon API Gateway、IAM のロールとポリシー、AWS CloudFormation StackSets がデプロ

イされますが、特定のニーズに基づいてテンプレートをカスタマイズすることもできます。 

multi-region-application-architecture-demo-ui.template: このテン

プレートを使用して、サンプル写真共有ウェブアプリケーションとすべての

関連コンポーネントを起動します。デフォルト設定では、サンプル写真共有ウェブアプリケーションの

ソースファイルを保存する Amazon S3 バケット、IAM のロールとポリシー、Amazon CloudFront 

ディストリビューション、Amazon Cognito のユーザープールと ID プールがデプロイされますが、特

定のニーズに基づいてテンプレートをカスタマイズすることもできます。 

自動デプロイ 
自動デプロイを開始する前に、このガイドで説明されているアーキテクチャ、設定、およびその他の考

慮事項をよくお読みください。このセクションの手順に従って、「マルチリージョンアプリケーション

アーキテクチャ」ソリューションを設定し、アカウントにデプロイします。 

このソリューションをすでにデプロイしている場合は、最新のバージョンをインストールする前に、ま

ず以前のバージョンをアンインストールしてください。アンインストール手順については、付録 C を参

照してください。 

デプロイ時間 : 約 5 分  

テンプレートを表示

テンプレートを表示

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template�
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template�
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スタックを起動する 
この AWS CloudFormation テンプレートは、「マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ」

ソリューションをデプロイします。 

注意: このソリューションの実行中に使用した AWS サービスのコストは、お客様の負担となりま

す。詳細については、コストセクションを参照してください。詳細については、このソリューション

で使用する AWS の各サービスの料金表ウェブページを参照してください。 

1. AWS マネジメントコンソールにサインインし、右側のボタンを使用し

て、multi-region-application-architecture AWS 

CloudFormation テンプレートを起動します。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

2. テンプレートは、デフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS 

リージョンでこのソリューションを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョン

セレクターを使用します。 

3. [スタックの作成] ページで、正しいテンプレート URL が [Amazon S3 URL] テキストボックス

に示されていることを確認し、[次へ]を選択します。 

4. [スタックの詳細を指定] ページで、このソリューションのスタックに名前を割り当てます。 

5. [パラメータ] で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューシ

ョンでは、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

Secondary Region <入力が必須> アプリケーションのフェイルオーバー時に使用されるセカ

ンダリ AWS リージョン。 

注意: プライマリ AWS リージョンは 、このスタッ

クをデプロイする AWS リージョンにデフォルト

で設定されます。 

6. [次へ] を選択します。 

ソリューション
の起動

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture.template�
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7. [スタックオプションの設定] ページで、[次へ] を選択します。 

8. [レビュー] ページで、設定を見直して確認します。テンプレートが IAM リソースを作成すること

を確認するチェックボックスを必ずオンにします。 

9. [スタックの作成] を選択してスタックをデプロイします。 

スタックのステータスは、AWS CloudFormation コンソールの [ステータス] 列で表示できます。

約 5 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。 

注意: このソリューションには、複数の AWS CloudFormation と custom-resource AWS 

Lambda 関数が含まれており、初期設定時または リソースが更新または削除された場合にのみ実行

されます。 

このソリューションを実行すると、これらの関数は非アクティブになります。しかしながら、他の 2 

つの関数は関連付けられたリソースを管理するために必要になるため削除しないでください。 

セキュリティ 
AWS インフラストラクチャでシステムを構築する場合、セキュリティ上の責任はお客様と AWS の間

で共有されます。この責任共有モデルにより、ホストオペレーティングシステムと仮想化レイヤーから

サービスが運用されているシステムの物理的なセキュリティに至るまでのコンポーネントについて、

AWS が運用、管理、および制御します。そのため、お客様の運用上の負担を軽減するのに役立ちます。

AWS のセキュリティの詳細については、AWS クラウドセキュリティを参照してください。 

IAM ロール 
IAM ロールにより、AWS クラウド上のサービスとユーザーに対してアクセスポリシーとアクセス許可

を詳細に割り当てることができます。このソリューションは、このソリューションで使用される他の 

AWS サービスへのアクセス権を AWS Lambda 関数に付与する IAM ロールを作成します。 

Amazon CloudFront 
このソリューションでは、Amazon S3 バケットでホストされる静的ウェブサイトをデプロイします。

レイテンシーを減らし、セキュリティを向上させるために、このソリューションには、オリジンアクセ

http://aws.amazon.com/security/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html
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スアイデンティティを持つ Amazon CloudFront ディストリビューションが含まれています。これは、

このソリューションのウェブサイトの S3 バケットにあるコンテンツへのアクセスを制限するのに役立

つ特別な CloudFront ユーザーです。詳細については、オリジンアクセスアイデンティティを使用して 

Amazon S3 コンテンツへのアクセスを制限するを参照してください。 

Amazon API Gateway 
IAM では、このソリューションの Amazon API Gateway を呼び出すためのアクセスを制御します。サ

ンプル写真共有ウェブアプリケーションのテンプレートでは、API へのアクセスを許可する承認された

ロールを持つ Amazon Cognito ID プールをデプロイします。 

このソリューションの Amazon API Gateway は、すべてのオリジンを許可するように設定されていま

す (アスタリスク「*」は  Access-Control-Allow-Origin  ヘッダーの値です) 。 

サンプル写真共有ウェブアプリケーション 
ユーザーがサンプル写真共有アプリケーションにサインインすると、全ユーザーが追加した全ての写真

を表示するアクセス権が付与されます。このアプリケーションでは、プライベート写真のアップロード

や、特定のユーザーとの写真共有のみを許可しません。現在、Amazon Cognito を使用した Amazon 

S3 オブジェクトへの詳細なアクセス許可は、このアプリケーションでは設定されていません。 

その他のリソース 
• AWS Lambda 

• Amazon Simple Storage Service 

• Amazon CloudWatch 

• Amazon DynamoDB 

• Amazon API Gateway 

 

• AWS CloudFormation 

• AWS Identity and Access Management 

(IAM) 

• Amazon CloudFront 

• AWS Amplify 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/dynamodb/
https://aws.amazon.com/api-gateway/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/cloudfront/
https://aws.amazon.com/amplify/
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付録 A: アプリケーション状態の変更 
「マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ」ソリューションのアプリケーションの状態は、 

ルーティング層によって作成された Amazon DynamoDB AppConfigTable テーブルに保存されます。

このソリューションがデプロイされると、サンプル写真共有アプリケーションの AppId が AWS 

Lambda ベースのカスタムリソース によって生成され、AppConfigTable の対応する項目のキーとし

て使用されます。AppConfigTable でこの項目の state 属性を更新すると、アプリケーションの状態

が変更されます。許容値は、active、fenced、failoverです。属性では、大文字と小文字が区別さ

れます。 

Amazon DynamoDB の 項 目 を 手 動 で 編 集 す る 代 わ り に 、 ル ー テ ィ ン グ 層 は 

AppStateUpdaterLambda AWS Lambda 関数もデプロイします。この関数を使用してアプリケーシ

ョ ン の 状 態 を 変 更 す る に は 、 次 の よ う な イ ベ ン ト ペ イ ロ ー ド で 呼 び 出 し ま す 。

SampleApplicationAppId と AppConfigGlobalTableName の値は、このソリューションのメイ

ンの AWS CloudFormation スタックの [出力] タブにあります。 

{ 
  "AppId": "SampleApplicationAppId", 
  "TableName": "AppConfigGlobalTableName", 
  "NewState": "active/fenced/failover" 
} 

付録 B: サンプル写真共有ウェブアプリケーショ

ンのデプロイ 
サンプル写真共有ウェブアプリケーションをデプロイするには、このソリューションのメインスタック

のデプロイが完了した後に、オプションの AWS CloudFormation テンプレートを起動します。 

AWS マネジメントコンソールにサインインし、右側のボタンを使用し

て 、 multi-region-application-architecture-demo-ui AWS 

CloudFormation テンプレートを起動します。テンプレートは、デフォル

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-custom-resources-lambda.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/template-custom-resources-lambda.html
https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-east-1#/stacks/new?&templateURL=https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template�
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トで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動されます。別の AWS リージョンでこのソリューシ

ョンを起動するには、コンソールのナビゲーションバーのリージョンセレクターを使用します。サンプ

ル写真共有ウェブアプリケーションは、プライマリ AWS リージョン (このソリューションのメインス

タックをデプロイしたリージョン) にデプロイする必要があります。 

独自にカスタマイズするためにテンプレートをダウンロードすることもできます。 

パラメータで、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。このソリューションで

は、次のデフォルト値を使用します。 

パラメータ デフォルト 説明 

User Name <入力が必須> 作成する Amazon Cognito ユーザーのユーザー名を

作成します。 

Email Address <入力が必須> 作成する Amazon Cognito ユーザーの E メールアド

レスを入力します。 

Solution Stack Name <入力が必須> このソリューションのリソースのデプロイに使用す

るメインスタックの名前を入力します。 

 

付録 C: ソリューションのアンインストール 
「マルチリージョンアプリケーションアーキテクチャ」ソリューションは、AWS マネジメントコンソ

ールから、または AWS コマンドラインインターフェイスを使用してアンインストールできます。ただ

し、このソリューションで作成された Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットと 

Amazon CloudWatch Logs は手動で削除する必要があります。オプションのサンプル写真共有ウェブ

アプリケーションのテンプレートをデプロイしている場合は、このソリューションのメインスタックを

削除する前にそのスタックを削除する必要があります。これは、AWS CloudFormation のエクスポー

トで、このソリューションのメインスタックからサンプル写真共有ウェブアプリケーションのスタック

に値を共有するために使用さていれるからです。 

このソリューションをすでにデプロイしている場合は、最新のバージョンをインストールする前に、ま

ず以前のバージョンをアンインストールしてください。更新されたバージョンのソリューションは以前

https://s3.amazonaws.com/solutions-reference/multi-region-application-architecture/latest/multi-region-application-architecture-demo-ui.template
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のバージョンのリソースにアクセスしないため、Amazon S3 バケットと Amazon CloudWatch Logs 

も削除できます。 

注意: AWS CloudFormation StackSets は、このソリューションのスタックをアンインストールす

ると自動的に削除されます。 

 

AWS マネジメントコンソールの使用 
1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。 

2. スタックページで、このソリューションスタックを選択します。 

3. [削除] を選択します。 

AWS コマンドラインインターフェイスの使用 
AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) がご使用の環境で使用できるかどうかを確認してく

ださい。インストール手順については、AWS CLI ユーザーガイドの AWS コマンドラインインターフ

ェイスとはを参照してください。AWS CLI が使用可能になったことを確認したら、次のコマンドを実

行します。 

$ aws cloudformation delete-stack --stack-name <cloudformation-stack-
name> 

<cloudformation-stack-name> を AWS CloudFormation のスタックの名前に置き換えてください。 

Amazon S3 バケットを削除する 
このソリューションでは、偶発的なデータ損失を防ぐために AWS CloudFormation スタックを削除す

る場合は、Amazon S3 バケットを保持するように設定されています。このソリューションをアンイン

ストールした後にデータを保持する必要がない場合は、Amazon S3 バケットを手動で削除できます。

次の手順に従って、Amazon S3 バケットを削除してください。 

1. Amazon S3 コンソールにサインインします。 

https://console.aws.amazon.com/cloudformation/home?
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://console.aws.amazon.com/s3/home
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2. 左のナビゲーションペインから [バケット] を選択します。 

3. <stack-name> Amazon S3 バケットを見つけます。 

4. いずれかの Amazon S3 バケットを選択し、[削除] を選択します。 

すべての <stack-name> Amazon S3 バケットを削除するまで、ステップを繰り返します。 

AWS CLI を使用して Amazon S3 バケットを削除するには、次のコマンドを実行してください。 

$ aws s3 rb s3://<bucket-name> --force 

または、Amazon S3 バケットを自動的に削除するように AWS CloudFormation テンプレートを設定

できます。スタックを削除する前に、AWS CloudFormation の DeletionPolicy 属性の削除動作を変更

します。 

Amazon CloudWatch Logs の削除 
このソリューションでは、偶発的なデータ損失を防ぐために AWS CloudFormation スタックを削除す

る場合は、Amazon CloudWatch Logs が保持されます。このソリューションをアンインストールした

後にデータを保持する必要がない場合は、これらのバケットを手動で削除できます。次の手順に従っ

て、Amazon CloudWatch Logs を削除してください。 

 

1. Amazon CloudWatch コンソールにサインインします。 

2. 左のナビゲーションペインから [ロググループ] を選択します。 

3. このソリューションで作成されたロググループを見つけます。 

4. ロググループから 1 つ選択します。 

5. [アクション] を選択してから、[削除] を選択します。 

すべてのソリューションのロググループを削除するまで、このステップを繰り返してください。 

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/aws-attribute-deletionpolicy.html
https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/home
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付録 D: 運用メトリクスの収集 
このソリューションには、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが含まれています。当

社はこのデータを使用して、お客様がこのソリューション、関連サービスおよび製品をどのように使用

しているかをよりよく理解し、提供するサービスや製品の改善に役立てます。有効にすると、次の情報

が収集され、AWS に送信されます。 

• Solution ID: AWS ソリューション識別子 

• Version: デプロイされたこのソリューションのバージョン 

• Timestamp: イベントが発生したときの UTC 形式のタイムスタンプ 

• Unique ID (UUID): このソリューションのデプロイごとにランダムに生成された一意の識別

子  

• Event Name: STATE_UPDATED を使用して、アプリケーションの状態が変更されたことを示

す値 

• Event Value: アプリケーションの新しい状態 (active、fenced、failover) を表す値 

このオプションで収集されたデータは AWS に帰属します。 データ収集には、AWS プライバシー

ポリシーが適用されます。この機能をオプトアウトするには、次のように AWS CloudFormation 

テンプレートマッピングセクションを変更します。 

Solution: 
    Metrics: 
      SendAnonymousData: Yes 

を次に変更します。 

Solution: 
    Metrics: 
      SendAnonymousData: No 

  

https://aws.amazon.com/privacy/
https://aws.amazon.com/privacy/
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ソースコード 
GitHub リポジトリにアクセスして、このソリューションのテンプレートとスクリプトをダウンロード

し、カスタマイズを他のユーザーと共有できます。 

ドキュメントの改訂 
日付 変更 

2020 年 6 月 初回リリース 

2021年 1 月 フェイルオーバー用のセカンダリ AWS リージョンでの書き込みアクセス機能の追加、フ

ロントエンドコンポーネントを分離して個別のオプションのスタックに変更、バックエン

ド層を更新。v1.1.0 の変更の詳細については、GitHub リポジトリの CHANGELOG.md 

ファイルを参照してください。 

 

https://github.com/awslabs/multi-region-application-architecture
https://github.com/awslabs/multi-region-application-architecture/blob/master/CHANGELOG.md
https://github.com/awslabs/multi-region-application-architecture/blob/master/CHANGELOG.md
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注意  

お客様は、この文書に記載されている情報を独自に評価する責任を負うものとします。このドキュメント

は、(a) 情報提供のみを目的としており、(b) AWS の現行製品とプラクティスを表したものであり、予告な

しに変更されることがあり、(c) AWS およびその関連会社、サプライヤー、またはライセンサーからの契約

義務や確約を意味するものではありません。AWS の製品やサービスは、明示または暗示を問わず、いかな

る保証、表明、条件を伴うことなく「現状のまま」提供されます。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。 

 
「 マ ル チ リ ー ジ ョ ン ア プ リ ケ ー シ ョ ン ア ー キ テ ク チ ャ 」 ソ リ ュ ー シ ョ ン は 、 

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0で入手可能な Apache ライセンスバージョン 2.0 の条

件に基づいてライセンスされます。 

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

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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