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本資料料の対象

!  現在、1〜～2台規模のEC2やVPSでサー
ビスを運⽤用中しているWeb系スタート
アップのエンジニアの⽅方

!  順調に動作してはいるけど「将来的な
サービス成⻑⾧長やピークトラフィック」
が⼼心配というエンジニアの⽅方、CEOの
⽅方

(⽂文末に関連資料料類へのリンクもあります)
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よく聞く”もったいない”トラブル

!  サービスが、テレビ番組に取り上げられたが、
急激な負荷で放送中にサーバが落落ちてしまい、
数千⼈人の新規⾒見見込ユーザを逃してしまった…

!  サービスが、有名ポータルサイトに掲載され
た/SNSでコンテンツがバズったが、アクセ
ス集中によるレスポンス低下で、既存ユーザ
にも影響が…

!  せっかくユーザが増えてきたのに、
DB移⾏行行時のトラブルで⼀一部データをロスト
してしまった…



CTO/エンジニアの⼼心配

!  急なメディア掲載とかやめて欲しい…

!  アプリエンジニアなのに、ITインフラの管理理
とか無理理/⾯面倒…

!  ピークに合わせて、サーバ増設したいけど、
どれくらい増やしていいかわからない…



CEOの⼼心配

!  1年年後には、ユーザ数が今の数百倍になる予定
なんだけど、実際に数百万ユーザになったと
きに、今の構成で耐えられるの？その時のコ
ストは？

!  メディア掲載等、新規ユーザ獲得のチャンス
を逃したくない！でもコスト増は最⼩小限に抑
えたい！
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よくある最⼩小構成

EC2

EC2

Web
App

DB
(MySQL)

AZ

AWS  Cloud

!   まずは最⼩小構成で…

!   ユーザ増えてから対策予定…

!   アプリに集中

!   VPS等ご利利⽤用の場合も同様

EC2

App
DB

AZ

AWS  Cloud

または



この構成の弱点

!   急激なアクセス集中時にどうやって乗り切切る？

!   サービスが成⻑⾧長してユーザが増えた時に、
Webサーバ、DBはどうする？

!   データバックアップは？

!   そもそもサーバ落落ちたらどうする？
…etc

なるべく早めの対策で安⼼心

→いずれもユーザが増えてから、
 　サービス稼働しながらの改修は⼤大変…



おさえておきたいAWSのサービス
お客様のアプリケーション

認証
  AWS  IAM

モニタリング
Amazon  
CloudWatch  

Web管理理画⾯面
Management  
Console

デプロイと⾃自動化
AWS  Elastic  Beanstalk
AWS  Cloud  Formation
AWS  OpsWorks

IDEプラグイン
Eclipse

Visual  Studio

ライブラリ  &  SDKs
Java,  PHP,  .NET,  
Python,  Ruby,  
node.js

Development & 
Administration 

AWS  グローバルインフラ
Geographical  Regions,  Availability  Zones,  Points  of  PresenceAZ Region 

ネットワーク  &  ルーティング
Amazon  VPC  /  ELB  /  Amazon  Route  53  /AWS  Direct  Connect

Infrastructure 
Service 

コンピュータ処理理
  Amazon  EC2
Auto  Scale

ストレージ
  Amazon  S3
Amazon  EBS
Amazon  Glacier

AWS  StorageGateway

データベース
Amazon  RDS
Amazon  DynamoDB

Amazon  ElastiCache
Amazon  Redshift

コンテンツ配信
Amazon  CloudFront

メッセージ
Amazon  SNS
Amazon  SQS
Amazon  SES

分散処理理
Elastic  MapReduce

検索索エンジン  
Amazon  Cloud  Search

トランスコード
Amazon  Elastic  Transcoder

ワークフロー管理理
Amazon  SWF

Application 
Service 



1ｃ
Amazon  EC2
・台数やスペックを柔軟に変更更可能な仮想サーバ(各種Linux/Win)
・必要な時に、必要な台数を時間課⾦金金で利利⽤用可能

1
Amazon  RDS
・マネージドデータベースサービス(MySQL/PostgreSQLなどに対応)
・冗⻑⾧長構成、マスタ/スレーブ構成や⾃自動バックアップなどご利利⽤用可能

1
ELB(Elastic  Load  Balancing)
・従量量課⾦金金で使えるロードバランサー 　
・GUIで各種操作可能、AZをまたいだバランシングも可能

EC2だけではないAWSの様々なサービス

既存の技術知識識で使えます



1
Amazon  S3
・容量量無制限のオンラインストレージ
・⾃自動的に複数DCに保存し、⾼高い耐久性を実現

EC2だけではないAWSの様々なサービス

1
Amazon  ElastiCache
・メモリキャッシュサービス(redis/Memcachedに対応)
・パッチ管理理、障害検出と復復旧など、⾯面倒な管理理タスクを⾃自動化

既存の技術知識識で使えます



おすすめのスケーラブルな構成

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



①Web/Appサーバを複数台に

!   Web/Appサーバを複数台に
→スケールアウトに対応できるように
 　ステートレスな実装が必要

!   振り分けのためにロードバラ
ンサ(ELB)も導⼊入

!   Web/Appサーバは、それぞ
れ別Availability  Zone(AZ)
に配置することをご推奨

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



②DBはRDSに

!   DBはAWSのマネージドRDB
”RDS”にする

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



①「Web/Appサーバを複数台に」のメリット

!   メディア掲載等、⼀一時的なア
クセス集中時に増設(スケー
ルアウト)が可能

!   もちろん段階的なユーザ増に
あわせてサーバ増設も可能

!   複数台使⽤用、複数AZ使⽤用で
可⽤用性・耐障害性もUP

and  more…

Webサーバ増

EC2

RDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App

Web
App



②「DBはRDSに」のメリット

!   AWSでチューニング済み

!   ⼀一時的なアクセス集中時に
スペックを上げて(スケールアッ
プ)対応可能

!   ユーザ増にもスペックUPと
HD容量量増で容易易に対応可能

!   ⾃自動バックアップ&Point  In  
Time  Recovery機能で、トラブル
時も5分前の状態まで戻せる

!   冗⻑⾧長化(MultiAZ)オプションも
簡単に導⼊入可能

and  more…

↑スペック
UP

EC2

RDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App
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App



②「DBはRDSに」のメリット

!   AWSでチューニング済み

!   ⼀一時的なアクセス集中時に
スペックを上げて(スケールアッ
プ)対応可能

!   ユーザ増にもスペックUPと
HD容量量増で容易易に対応可能

!   ⾃自動バックアップ&Point  In  
Time  Recovery機能で、トラブル
時も5分前の状態まで戻せる

!   冗⻑⾧長化(MultiAZ)オプションも
簡単に導⼊入可能

and  more…

↑スペック
UP

EC2

RDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App

Web
App

⼤大変なDB運⽤用の負荷を⼤大幅に軽減
↓

アプリケーションに集中できる



ピーク・成⻑⾧長に
備えた構成

おすすめ構成

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



⼀一時的なアクセス集中時/サービス成⻑⾧長時

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud
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App
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↑スペック
UP
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EC2 EC2
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DB
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AZ①
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↑スペック
UP

EC2

RDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App

Web
App

Webサーバ増

⼀一時的なアクセス集中時

メディア掲載前に対策、
翌⽇日などアクセスが元に戻ったら、
台数を元に戻せば、最⼩小限のコストで
サーバ落落ち/レスポンス低下による

機会損失を防げる

何台まで増やすか？インスタンスタイプは？

まずは余裕を持ったインスタンス数やインスタンスタイプで乗り切切り、
その際のCPU利利⽤用率率率やメモリ使⽤用率率率を監視ツール/監視サービス等で確認して、
だんだん適切切なインスタンス数やタイプを⾒見見極めていくのがオススメです



EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①
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↑スペック
UP

EC2

RDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2
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App

Web
App

Web
App

Web
App

Webサーバ増

もちろん継続的なサービス成⻑⾧長時にも

⼀一度度この構成にすれば…
ユーザが数百万⼈人になっても、

基本的にはWeb/Appサーバ増設、
RDSスペックアップを
繰り返せばOKなはず！

(それでも耐えられなくなったらご相談ください)



ちなみにELBは対策しないで⼤大丈夫？

!   ELBは負荷に応じてスケールするので”⼀一般的には”OK

!   ただしTV紹介などで”瞬間的にリクエストが急増”する
シーンでは、ELBの内部的なスケーリングが間に合わず
HTTP  503を返してしまう可能性があります

!   (2014年年2⽉月現在の)対策として事前にELBをスケール
させておく必要あり

 　→サポートにELBプレウォーミング(事前スケール)の
 　 　申請を⾏行行う



ELBプレウォーミング？

!   AWSサポート(ビジネスプラン以上)で、ELBを事前に
スケールさせておく操作(AWS側で実施)

!   急激なトラフィックの増加が予想される場合に有効
•  ⽇日時と想定トラフィックなどをお伝えください



TVなど瞬間的にアクセスが急増する場合

↑事前に
スペック
UPRDS

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App

事前に⼤大幅Webサーバ増

EC2 EC2

Web
App

Web
App…

EC2 EC2EC2

Web
App

Web
App

Web
App

EC2 EC2

Web
App

Web
App…

ELBプレウォーム



!   TVのトラフィックを少なく⾒見見積もって、
“思い切切りの悪い対策”でサービスダウンしてしまう

!   はじめてのTV放映時などは、かなり余裕⾒見見た思い切切
りのいい増設をお願いします(取り上げられ⽅方にもよ
りますが…)

!   たとえば”テレビ番組対策で2時間の間…EC2を20台
増設、RDSを2段階スペックアップ”でも＋1,000円
程度度で対策が可能です(EC2はm1.medium想定、RDSは
m1.medium→m1.xlargeとした場合)

アンチパターン

費⽤用対効果を考えて、思い切切った増設の判断をお願いします！
(1回⽬目は思い切切って、2回⽬目以降降で調節しましょう)



まとめ：この構成にしておくのがオススメです

まずは
この構成に！

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



参考：DB冗⻑⾧長化

!   RDSのオプション機能で、
同期レプリケーションと
⾃自動フェイルオーバーを
実現します

!   GUIから「MultiAZ」をON
にするだけで実現可能です
(別途オプション料料⾦金金がかかります)

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App

⾃自動同
期

RDS



参考：トップページ・ランディングページ(LP)はS3に

!   S3のホスティング機能を利利⽤用
 　    (Staticコンテンツにしておく) 　

!   あらかじめサービスサイトと
トップページでサブドメインを
分けておくと、管理理が容易易

!   メディア紹介時に、既存ユーザ
への影響を軽減できる

必要最⼩小限なコストで、
トップページ・LPの
サーバ落落ち防⽌止

S3EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App

メディア紹介時等、
アクセス急増が予想される
トップページ周辺・LPを
S3でホスティング
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主要サービスの価格

①サーバ 　
 　データベース

約3円〜～  /  1時間Amazon  EC2

②ストレージ 1GB1ヶ⽉月保存で
約10円程度度

③データ転送
（ダウンロードのみ課⾦金金対象） 約20円  /  1GB  

※サーバスペックによって異異なります

Amazon  S3
Amazon  EBS

約4円〜～  /  1時間Amazon  RDS



AWS利利⽤用料料の⼀一般的な内訳例例

!  ⼀一般的に「サーバ/DB」が
全体の9割程度度を占めるケースが多い

AWSにはいろいろな課⾦金金箇所があるが、サーバ/DB利利⽤用料料、
データ転送料料が想定できれば、⼤大体の⾦金金額は算出できます



サーバ/DB課⾦金金で知っておきたいこと

!   起動時間1時間単位での課⾦金金
 　・単価はスペックにより異異なる

!   例例えば1台を1ヶ⽉月利利⽤用し続けた場合は…
 　“単価×24(時間)×31(⽇日)”がサーバ利利⽤用料料となる

!   継続的に起動させているサーバは、⻑⾧長期利利⽤用オプショ
ン(リザーブドインスタンス)で最⼤大60%程度度コスト削
減可能



リザーブドインスタンス

!   オンデマンド・インスタンス(こちらが標準)
•  時間単位でのインスタンス利利⽤用
•  ⻑⾧長期のコミットメントなしで、短期利利⽤用やピーク対応に最適

!   リザーブド・インスタンス(オプション)
•  1年年間  or  3年年間での「インスタンス予約/割引権利利」の購⼊入
•  購⼊入時にインスタンス予約(インスタンスタイプを指定)することで、
⼤大幅な割引(最⼤大6割引)を受けられるオプション

•  ⻑⾧長時間起動させているAPPサーバやDBなどはこちらがお得

36

L・M・Hの3種類
⼀一時⾦金金と時間当たりの
ご利利⽤用料料⾦金金が異異なる

オンデマンド
インスタンス

リザーブド
インスタンス

積算料料⾦金金

期間
⼀一時⾦金金



データ転送課⾦金金で知っておきたいこと

!  回線費⽤用100Mbpsで⽉月額○○円というよう
な固定料料⾦金金ではなく「実際にダウンロードし
たデータ量量1GBあたり$0.201」といった
フェアな課⾦金金⽅方式

ピークを想定した帯域で固定料料⾦金金
帯域

時間

実際のトラフィック

帯域

時間

実際のトラフィック

使った分だけの課⾦金金



ベーシック デベロッパー ビジネス エンタープライズ

フォーラム 利利⽤用可能 利利⽤用可能 利利⽤用可能 利利⽤用可能

サポートへの
コンタクト

EC2の
健全性エラーが発
⽣生した場合

コンタクト
フォーム

電話、チャット
コンタクト
フォーム

電話、チャット
コンタクト
フォーム

初回応答時間 不不可 12時間
（営業時間内） 1時間 １５分

連絡先登録 -‐‑‒ 1 5 無制限

24/365対応 なし なし あり あり
Trusted  
Advisor なし なし あり あり

専任スタッフ
特別サポート なし なし なし あり

料料⾦金金（⽉月額） 無料料 $49

AWS利利⽤用総額の
$0~∼$10K:      10%
$10K~∼$80K:  7%
$80K~∼$250K:  5%
$250K~∼:  3%
（最低$100）

AWS利利⽤用総額の10%
（最低$15000）

!   ⽇日本語での技術サポートもご提供(オプション)
AWSサポート

〜～たとえばローンチ前後だけ「ビジネス」にすることも可能〜～
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まとめ

!   なるべく早めに「スケーラブルな構成」にしておけば、
急にやってくるアクセス集中にも、必要最⼩小限のコス
トで対応できる

!   もちろん数⼗十万、数百万ユーザ獲得のサービス成⻑⾧長に
も柔軟に対応できる

!   データバックアップやシステム冗⻑⾧長化も容易易なので、
サービスの信頼性向上により顧客満⾜足度度も向上

!   リザーブドインスタンスを活⽤用して、さらなるコスト
削減も出来る
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参考①：リソース監視

!   AWSのリソース監視機能
CloudWatchでもOKですが、

 　サードパーティーのリソース
 　監視SaaSを利利⽤用する⽅方法も
 　あります

!   たとえば”NewRelic”など
 　 　・15⽇日以上の履履歴参照が出来る
 　 　・メモリ使⽤用量量がわかる
 　 　・下記リンクから申し込むと無料料利利⽤用枠あり(2014/1/1現在)

http://newrelic.com/aws



参考②：写真などを扱う場合

S3

写真はS3に保存

!   EC2で受けてS3に保存
(モバイルアプリからAPIを
  利利⽤用してS3に直接保存する
  ことも可能)

EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App



S3EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App

!   S3のホスティング機能
を利利⽤用してS3から直接
配信(権限管理理が必要な場合
は、EC2から配信)

!   EC2やRDSの負荷軽減
につながり、結果的に
コスト削減が可能

参考②：写真などを扱う場合



S3EC2 EC2

RDS

DB

ELB

AZ①

AWS  Cloud

AZ②

Web
App

Web
App

参考②：写真などを扱う場合

世界中(⽇日本は2か所)のエッジサー
バに画像がキャッシュされる

Cloudfront

! Cloudfront(CDN)活⽤用
で、レイテンシ向上のメ
リット有

!   もちろん海外展開時にも
⼤大幅なレイテンシ向上



EU  
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Availability 
Zone A 

Availability 
Zone C 

Availability 
Zone B 

Asia  Pacific  
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Zone A 

Availability 
Zone B 
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Availability 
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Availability 
Zone B 

US  West  
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Asia  Pacific  
(Singapore)
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Asia  Pacific
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South  America  
(Sao  Paulo)

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

US  East  
(Northern  Virginia)

Availability 
Zone D 

Availability 
Zone C 

Availability 
Zone B 

Availability 
Zone A 

参考③：リージョンとAvailability  Zone(AZ)について

!   １リージョン内にAZ(データセンター群が複数拠点存在
!   AZはお互いに地理理的・電源的・ネットワーク的に分離離されている
!   AZ間は⾼高速専⽤用線で接続（リージョン間はインターネット経由）
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参考資料料①：基本的な操作⽅方法

!   AWS  Basic
トレーニング資料料

 　 　→オフラインでのハンズオンも
 　 　 　定期的にやっています

http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/

!   ハンズオン情報
 　 　→いろいろなハンズオンイベントも
 　 　 　実施中です

http://aws.amazon.com/jp/event_̲schedule/



参考資料料②：各サービスの説明

!   AWS  マイスターシリーズ
 　・EC2編
 　・RDS編
 　・ELB編
 　・CloudWatch/Auto  Scaling編
 　・Cloudfront編
 　

http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/



参考資料料③：デプロイとメール送信

!   AWS上でのWeb
アプリケーションデプロイ

!   AWSからのメール送信

http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/



参考資料料④：コスト削減とVPC

!   AWS  マイスターシリーズ
 　・リザーブドインスタンス&
 　 　スポットインスタンス編

http://aws.amazon.com/jp/aws-‐‑‒jp-‐‑‒introduction/

!   AWS  マイスターシリーズ
 　・Amazon  VPC編



参考資料料⑤：MongoDBをご利利⽤用の場合

http://media.amazonwebservices.com/
AWS_̲NoSQL_̲MongoDB.pdf

! MongoDB
    NoSQL  Database  in  the  Cloud  :
    MongoDB  on  AWS



参考資料料⑥：クラウドデザインパターン

! AWSクラウドデザインパターン(CDP)とは…
AWSクラウドを使ったシステムアーキテクチャ設計を⾏行行う際に発⽣生する、
典型的な問題とそれに対する解決策・設計⽅方法を、分かりやすく分類して、
ノウハウとして利利⽤用できるように整理理したものである。

! http://aws.clouddesignpattern.org



参考：本資料料に関連するCDP

!   ご参考までに本資料料に関連するCDPは下記の通りです
 　 　・Stampパターン(サーバの複製)
 　 　・Scale  Upパターン(動的なサーバのスペックアップ/ダウン)
 　 　・Multi-‐‑‒Serverパターン(サーバの冗⻑⾧長化)
 　 　・Multi-‐‑‒DataCenterパターン(DCレベルの冗⻑⾧長化)
 　 　・DB  Replicationパターン(オンラインDBの複製)
 　 　・Clone  Serverパターン(サーバーのクローン)
 　 　・StateSharingパターン(ステート情報の共有)
 　 　・Bootstrapパターン(起動設定の⾃自動取得)
 　 　・Web  Storageパターン(インターネットストレージの利利⽤用)
 　 　・Direct  Hostingパターン(S3でのホスティング)

!   CDPの適応シナリオも参考になります
 　 　・画像動画配信サイト
 　 　・Eコマースサイト
 　 　・キャンペーンサイト




