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●デプロイ

●モニタリング

●E2Eテスト

トピック



はじめに



● リソースの柔軟なプロビジョニング
● CLIを使いKubernetes を操作
● Windows および Linux ワークロード
● IAM アクセス管理

Amazon
Elastic 
Kubernetes
Service



● リソースの柔軟なプロビジョニング
● Kubernetes を簡単にアップデート
● Windows および Linux ワークロード
● IAM アクセス管理

Amazon
Elastic 
Kubernetes
Service









デプロイのデモ

https://bit.ly/eksinfra



https://docs.google.com/file/d/1A4JbFrCMDnGfQr_Nfd5re5oTcwSGv1OI/preview


https://docs.google.com/file/d/1ZVuwG4snbvaPwTMxnelpeDwXIfyW2HPT/preview


Datadog のオペレーターはすぐに

使用可能 - インストールから実行ま

で、たったの 3 ステップで完了。 

多様なコードベース、及びサービスのロ

グ、メトリクス、トレーシングをプリセットさ

れたダッシュボードですぐに使用可能。 

Datadog と Amazon EKS



メトリクストレースログ

Kubernetes サービスのモニタリング



メトリクス: 
アプリのサービス内で

起こっているアクション

の詳細な情報 

ログ: 
エラーのほか、サービ

スやライフサイクルイ

ベントに関する情報

トレース: 
サービスの相関関係

エラーや遅延情報

モニタリング対象



それでは、
始めてみましょう



本コードは、主に Datadog eコマースの 
チュートリアルからデプロイしています。

※AWS用リポジトリは異なる場所にあるのでご注意ください。

リポジトリ:
https://bit.ly/eksinfra
https://bit.ly/ddstoredog

サンプルコード



リポジトリの
クローンを作成

1 2 3
コードを変更 デプロイを実行

https://bit.ly/eksinfra



ウェブサイト

● eコマースアプリケーション

● フロントエンド、バックエンド

● Ruby、JS、Python で記述 

● コード管理には Git を使用

https://bit.ly/ddstoredog



https://docs.google.com/file/d/1wuk_MPnp5AfZxwO-K3xT52kQNAaS2T80/preview


https://docs.google.com/file/d/1TiXDCT_9RFpwEf7q-v-NqHTk3oysMo2f/preview


https://docs.google.com/file/d/1q1GpZEPsAK_F1PvG6lIpI6i3gCDzDvr2/preview


インテグレーション



IAM を設定

1 2 3
IAM にアカウントへ
の読み取り専用アク
セスを許可

IAM 認証情報を 
Datadog に追加

https://bit.ly/aws-dd-docs



Kubernetes Operator

ドキュメント:
https://bit.ly/k8soperator

ブログ記事:
https://www.datadoghq.com/blog/datadog-operator





1.OLM をインストール
2.Operator をインストール
3.マニフェストをデプロイ 

Datadog 
Operator の
インストール



Operator のインストール デモ

https://bit.ly/k8soperator



https://docs.google.com/file/d/1GoRt_bddRt2-Y-xfMbK3RPvgOL3PqcAw/preview


Helm のインストール デモ

https://bit.ly/dd-helm



https://docs.google.com/file/d/1r7eTiRmmISm9muclyRybySZWr7iDWodA/preview




簡単にセットアップ 標準コンフィグをサポート すぐに使える APM機能

インテグレーション



ダッシュボード





● Kubernetes イベントのモニタリング
● Kubelets & コンテナの追跡
● リソースの使用状況をチェック
● ネットワークトラフィックを視覚化
● CPU、メモリ、ディスク使用量をグラフ化

デフォルト
ダッシュボード



















ログ



● Docker ソケット
● Kubernetes ログファイル

Kubernetes ログ
の取り込み



ログのデモ



https://docs.google.com/file/d/1NBt8R5KjDH8t7_ED7LLTqLhF4FaFtG-c/preview


ドリルダウン



● ログとトレースの相関付け
● カスタムスパンの手動インスツルメンテーショ

ン
● 自動インスツルメンテーションを用いた

完全分散型の APM トレーシングが有効

トレーシングセット
アップ後



トレース ID

トレース ID を使用してイベント間をピボットしドリルダ

ウン



トレーシングのデモ



https://docs.google.com/file/d/1AqaCM9-7jUBx8qYI9HdA9O6U9CsS_9Ts/preview


カスタマイズ

Kubernetes のデフォルトダッシュボードをクローンし

関連性のある有用な情報を追加していくだけ！



デフォルト
ダッシュボードのク
ローンを作成

1 2 3
依存関係のある
メトリクスを追加

共有！



ダッシュボードのデモ

https://bit.ly/eksdashboard



https://docs.google.com/file/d/12A8bluOOqOKBPOnhXiXjID-zYGt4skXy/preview


ドキュメント: bit.ly/k8soperator

リポジトリ: bit.ly/eksinfra

次のステップ





まとめ



Q&A
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Amazon EKSとDatadogによる 
マイクロサービスの可観測性 



ご視聴ありがとう 
ございました


