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注意 

お客様は、本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。本書は、

(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ますが、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、一切の保証、表明、条件なしに「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 とお客様の間で締結される一

切の契約の一部ではなく、その内容を修正することもありません。 

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. 

  



Archived

目次 

はじめに ...................................................................................................................................................... 1 

運用上の優秀性........................................................................................................................................... 1 

設計原則 ................................................................................................................................................... 1 

定義 ........................................................................................................................................................... 2 

組織 .............................................................................................................................................................. 3 

組織の優先順位 ....................................................................................................................................... 3 

運用モデル ............................................................................................................................................... 7 

組織文化 .................................................................................................................................................18 

準備 ............................................................................................................................................................22 

テレメトリの設計 .................................................................................................................................22 

運用のための設計 .................................................................................................................................26 

デプロイのリスクを緩和する .............................................................................................................30 

運用準備状況 .........................................................................................................................................33 

運用 ............................................................................................................................................................38 

ワークロードの状態を把握する .........................................................................................................38 

運用状態の把握 .....................................................................................................................................42 

イベントへの対応 .................................................................................................................................45 

進化 ............................................................................................................................................................49 

学習、共有、改善 .................................................................................................................................49 

まとめ ........................................................................................................................................................53 

寄稿者 ........................................................................................................................................................53 

その他の資料.............................................................................................................................................54 

改訂履歴 ....................................................................................................................................................54 

 



Archived

要約 

このホワイトペーパーは AWS Well-Architected フレームワークの運用上の優秀性の柱に焦点を

当てています。本書は、お客様が AWS のワークロードの設計、提供、メンテナンスにベスト

プラクティスを適用するうえで役立つガイダンスを提供します。 

 

 

https://aws.amazon.com/well-architected
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アマゾン ウェブ サービス – 運用上の優秀性 AWS Well-Architected フレームワーク 

1 ページ 

 

 

はじめに 

AWS Well-Architected フレームワークは、AWS でシステムを構築する際に利点と危険

性を判断して決定するのに役立ちます。効率が良く、費用対効果が⾼く、安全で信頼のお

けるクラウド対応システムを設計して運用するために、運用とアーキテクチャに関するベ

ストプラクティスをこのフレームワークに従って学ぶことができます。運用とアーキテク

チャをベストプラクティスに照らして評価し、改善すべき分野を特定する一貫した方法を

提供します。AWS では、運用を念頭に設計された Well-Architected ワークロードを備え

ることによって、ビジネスが成功する可能性が大幅に⾼められると確信しています。 

このフレームワークは次の 5 つの柱に基づいています。 

 運用上の優秀性 

 セキュリティ 

 信頼性 

 パフォーマンス効率 

 コスト最適化 

このホワイトペーパーは、運用上の優秀性の柱と、それを優れた設計のソリューションの

基礎としてどのように適用するかに焦点を当てています。運用がそれ自体のカバーしてい

るビジネスラインや開発チームとは切り離された別個の機能として認識される環境では、

運用上の優秀性を達成することは困難です。このホワイトペーパーにあるプラクティスを

採用することで、状況を把握し、効果的かつ効率的な運用とイベント対応が可能なアーキ

テクチャを構築し、ビジネス目標を継続的に改善し、サポートできます。 

本書は、最⾼技術責任者 (CTO)、設計者、開発者、運用チームメンバーなどの技術担当

者を対象としています。これを読むことにより、運用上の優秀性の⾼いクラウドアーキテ

クチャを設計するための AWS のベストプラクティスと戦略を理解することができます。

このホワイトペーパーでは、実装の詳細やアーキテクチャ上のパターンは扱いません。た

だし、この情報に関する適切なリソースへの参照が含まれています。 

https://aws.amazon.com/well-architected
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運用上の優秀性 

運用上の優秀性の柱には、組織がビジネス目標をどのようにサポートしているか、ワークロー

ドを効率的に実行する能力、運用に関するインサイトを得る能力、およびビジネス価値を提供

するためのサポートプロセスと手順を継続に改善する力が含まれます。 

設計原則 

クラウド内での運用上の優秀性には次の 5 つの設計原則があります。 

 運用をコードとして運用: クラウドでは、アプリケーションコードに使用している

ものと同じエンジニアリング原理を環境全体に適用します。ワークロード全体 (アプリ

ケーション、コードとしてのインフラストラクチャなど) をコードとして定義し、コー

ドで更新できます。運用手順のスクリプトを記述し、イベントに応答してそのスクリプ

トをトリガーすることで自動的に実行できます。運用をコードとして実行することで、

人為的なミスを抑制し、イベントへの一貫性のある対応を実現できます。 

 定期的に、小規模な、元に戻すことができる変更を適用する: ワークロードへの有益な

変更のフローを増やすため、コンポーネントを定期的に更新できるようにワークロー

ドを設計します。環境に導入された問題の特定と解決に役立たない場合に元に戻すこと

ができるように、変更は小規模に行います (可能な場合は、顧客に影響がないようにし

ます)。 

 運用手順を定期的に改善する: 運用手順を使用するときは、それらを改善する機会を探

します。ワークロードを改良するときに、手順もそれに応じて改良します。定期的な

ゲームデーを計画し、すべての手順が効果的で、チームがその手順を熟知している

ことを確認および検証します。 
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 障害を予想する: 「プレモータム」演習を実施して、潜在的な障害の原因を特定し、障

害を排除または軽減します。障害シナリオをテストし、その影響に関する理解を検証し

ます。対応手順をテストし、手順が有効であること、チームが手順の実行を十分に理解

していることを確認します。定期的にゲームデーを設定して、シミュレートされたイベ

ントに対するワークロードとチームの反応をテストします。 

 あらゆる運用上の障害から学ぶ: 運用のあらゆるイベントや障害から学んだ教訓を通し

て、改善を推進します。チーム間と組織全体で教訓を共有します。 

定義 

クラウドでの運用上の優秀性には、次の 4 つの領域があります。 

 組織 

 準備 

 運用 

 進化 

組織のリーダーシップは、ビジネス目標を定義します。組織は、要件と優先順位を理解し、こ

れらを使用してビジネスの成果を達成するための作業を整理し、指導する必要があります。

ワークロードはサポートに必要な情報を記述する必要があります。ワークロードの統合、デプ

ロイ、提供を可能にするサービスを実装することで、反復プロセスは自動化され、本番環

境への有益な変化の流れを増やすことができます。 

ワークロードの運用に固有のリスクが存在する可能性があります。本番環境へ移行するために

これらのリスクを理解し、十分な情報に基づく決定を下す必要があります。チームがワーク

ロードをサポートできる必要があります。ビジネスおよび運用上のメトリクスは、希望するビ
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ジネス上の成果から算出され、ワークロードの状態や運用上のアクティビティを把握およびイ

ンシデントに対応できます。優先順位はビジネスニーズやビジネス環境の変化に応じて変化し

ます。これらをフィードバックループとして使用して、組織とワークロードの運用を継続的に

改善します。 

組織 

ビジネスの成果に対応できるように、組織の優先順位、組織構造、および組織がチームメン

バーをサポートする方法を把握する必要があります。 

運用上の優秀性を実現するには、以下の点を理解する必要があります。 

 組織の優先順位 

 運用モデル 

 組織文化 

組織の優先順位 

チームは、ビジネスの成功を実現する優先順位を設定するために、ワークロード全体、その役

割、共有されるビジネス目標に関する理解を共有する必要があります。優先順位を明確に定義

することで、努力を通じて得られるメリットが最大限に活かされます。ニーズの変化に応じて

更新できるように、優先順位を定期的に確認します。 

外部顧客のニーズを評価する: ビジネス、開発、運用チームを含む主要関係者と協力して、外

部顧客のニーズに対する重点領域を決定します。 

内部顧客のニーズを評価する: ビジネス、開発、運用チームを含む主要関係者と協力して、内

部顧客のニーズに対する重点領域を決定します。 
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顧客ニーズを評価することにより、ビジネス成果を達成するために必要なサポートについて十

分に理解できるようになります。 

設定された優先順位を使用して、改善の努力を最も影響があるところに集中させます (チー

ムのスキルの開発、ワークロードのパフォーマンスの改善、コストの削減、ランブックの自動

化、モニタリングの強化など)。必要に応じて優先順位を更新します。 

ガバナンス要件を評価する: 特定の焦点を要求または強調するために設けられた、組織が定義

するガイドラインや義務を把握します。組織のポリシー、標準、要件などの内部要因を評価し

ます。ガバナンスへの変更を識別するメカニズムがあることを検証します。ガバナンス要件が

特定されていない場合は、必ずこの決定にデューデリジェンスを適用されていることを確認し

てください。 

外部のコンプライアンス要件を評価する: 特定の焦点を要求または強調するガイドラインや義

務を認識していることを確認します。規制コンプライアンス要件や業界標準などの外部要因を

評価します。コンプライアンス要件の変更を特定するメカニズムがあることを検証します。コ

ンプライアンス要件が特定されていない場合は、必ずこの決定にデューデリジェンスが適用さ

れていることを確認してください。 

組織に適用される外部の規制やコンプライアンスの要件がある場合は、AWS クラウドコンプラ

イアンスが提供するリソースを使用して、優先順位に与える影響を判別できるようにチームを

教育する必要があります。 

脅威の状況を評価する: ビジネスに対する脅威 (競合、ビジネスリスクと負債、運用リスク、情

報セキュリティの脅威など) を評価し、リスクを把握する際に現在の情報を維持します。取り

組みを集中させる場所を決定する際に、リスクの影響を考慮します。 

https://aws.amazon.com/compliance/
https://aws.amazon.com/compliance/
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Well-Architected フレームワークは学習、測定、改善に重点を置いています。アーキテク

チャを評価し、時間の経過とともにスケールする設計を実装するための一貫したアプローチを

提供します。AWS では、開発前のアプローチ、本番稼働前のワークロードの状態、本番稼働

中のワークロードの状態などを確認するのに役立つ AWS Well-Architected Tool を提供してい

ます。最新の AWS アーキテクチャのベストプラクティスと比較して、ワークロードの全体的

なステータスをモニタリングし、潜在的なリスクについてインサイトを得ることができます。 

また、エンタープライズサポートの顧客は AWS のベストプラクティスに対してアーキテク

チャを評価するために、ミッションクリティカルなワークロードのガイド付き Well-

Architected レビューを受けることもできます。 

また、このような顧客は、クラウドでの運用へのアプローチにおけるギャップを特定するのに

役立つように設計された運用レビューの対象となります。 

これらのレビューにチームをまたいで関与することは、ワークロードとチームの役割の成

功への貢献方法に関する共通理解を確立するのに役立ちます。レビューを通じて特定される

ニーズは、優先順位を決定するのに役立ちます。 

AWS Trusted Advisor は、最適化を推奨するコアとなる一連のチェックへのアクセスを提供す

るツールであり、優先順位を決定するのに役立ちます。ビジネスおよびエンタープライズサ

ポートの顧客は、優先順位をさらに⾼めることができるセキュリティ、信頼性、パフォーマン

ス、コストの最適化に重点を置いた追加のチェックにアクセスできます。 

トレードオフを評価する: 競合勢力や、代替アプローチ間のトレードオフの影響を評価し、運

用の重点領域を決定する、あるいは一連のアクションを選択する際に十分な情報に基づいて意

思決定を下せるようにします。たとえば、新しい機能の市場投入までの時間を短縮することは、

コストの最適化よりも重視されます。または、非リレーショナルデータ用にリレーショナル

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/well-architected-tool/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/
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データベースを選択すれば、データ型に合わせて最適化されたデータベースに移行してアプリ

ケーションを更新する必要がなくなり、システムの移行が簡素化されます。 

AWS は、AWS とそのサービスについてチームを教育し、選択がどのようにワークロードに影

響を与えるかを深く理解するのに役立ちます。チームを教育するには、AWS サポート (AWS ナ

レッジセンター、AWS ディスカッションフォーラム、AWS サポートセンター)、AWS ドキュメ

ントが提供するリソースを使用する必要があります。AWS に関する質問の支援を受けるには、

AWS サポートセンターを利用して AWS サポートに連絡してください。 

また、AWS は Amazon Builders' Library の AWS の運用を通じて学んだベストプラクティスと

パターンも共有しています。AWS ブログと公式の AWS ポッドキャストでは、その他のさまざ

まな有益な情報を入手できます。 

メリットとリスクを管理する: メリットとリスクを管理し、重点領域を決定する際に十分な情

報に基づいて意思決定を下せるようにします。たとえば、重要な新機能を顧客が利用できるよ

うに、未解決の問題を抱えたワークロードを展開することは有益かもしれません。関連するリ

スクを軽減できる場合もあれば、リスクが残るのを容認できない場合もあります。その場合、

リスクに対処するための措置を講じることになります。 

ある時点で、優先順位の小さなサブセットに注目したい場合に遭遇するかもしれません。必要な

機能の開発とリスクの管理を確実にするために、長期的にバランスのとれたアプローチを使用し

ます。その優先順位は定期的に見直して、 変更が必要な場合は優先順位を更新してください。 

リソース 

組織の優先順位に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを参

照してください。 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/podcasts/aws-podcast/
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ドキュメント 

 AWS Trusted Advisor 

 AWS クラウドコンプライアンス 

 AWS Well-Architected フレームワーク 

 AWS ビジネスサポート 

 AWS エンタープライズサポート 

 AWS エンタープライズサポートの資格 

 AWS サポートのクラウド運用のレビュー 

 AWS クラウド導入フレームワーク 

運用モデル 

チームはビジネスの成果を達成するうえでの役割を理解する必要があります。各チームは他の

チームが成功するための自分たちの役割と他のチームの役割を理解し、目標を共有する必要が

あります。責任、所有権、意思決定方法、意思決定を行う権限を持つユーザーを理解する

ことは、努力を集中し、チームの利点を最大化するのに役立ちます。 

チームのニーズは、業界、組織、チームの構成、およびワークロードの特性によって形成され

ます。1 つの運用モデルですべてのチームとそのワークロードをサポートできると思うのは不

合理です。 

組織に存在する運用モデルの数は、開発チームの数とともに増加する傾向があります。場合に

よっては、運用モデルを組み合わせる必要が出てくる場合もあります。 

https://aws.amazon.com/premiumsupport/trustedadvisor/
https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/enterprise-support/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-enterprise-support-update-training-credits-operations-review-well-architected/
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/04/aws-support-introduces-operations-reviews-recommendations-and-reporting-available-through-enterprise-support-plan/
https://aws.amazon.com/professional-services/CAF/
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標準規格を採用し、サービスを使用することで、運用を簡素化し、運用モデルのサポート負

担を制限できます。開発作業を共有された標準に沿って行う利点は、標準を採用し、新しい機

能を採用するチームの数によって大きくなります。 

チームの活動をサポートする基準の追加、変更、例外をリクエストするメカニズムを持つ

ことは重要です。このオプションがなければ、標準はイノベーションの障壁になります。リク

エストは、実行可能な場合は承認され、メリットとリスクを評価した後、適切であると判断さ

れる必要があります。 

明確に定義された一連の責任は、競合や重複する取り組みの頻度を減らします。ビジネス、開

発、運用チームとの間に強い連携と関係がある場合、ビジネスの成果を達成しやすくなります。 

運用モデル 2 x 2 の表現 

これらの運用モデル 2 x 2 の表現は、環境内のチーム間の関係を理解するのに役立つ図です。

これらの図では、誰が何をするか、チーム間の関係に重点を置いていますが、これらの例に

沿ったガバナンスと意思決定についても説明します。 

チームはサポートするワークロードに応じて、複数のモデルの複数の部分を担当する場合があ

ります。説明されている⾼レベルの分野よりもさらに専門的な分野に分割したい場合がありま

す。アクティビティを分離または集計したり、チームを重ねてより具体的な詳細を提供したり

すると、これらのモデルで無限のバリエーションが生じる可能性があります。 

チーム間で機能が重複する、または認識されていない機能があり、それらが追加の利点をもた

らしたり、効率化につながったりする可能性があることに気づく場合があります。また、組織

内で満たされていないニーズを見つけ、それに取り組むことができる可能性もあります。 
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組織の変化を評価するときは、モデル間のトレードオフ、個々のチームがモデル内に存在する

場所 (現在および変更後)、チームの関係と責任がどのように変化するか、およびメリットが組

織への影響に見合っているかどうかを調べます。 

次の 4 つの各運用モデルで成功を引き寄せることができます。一部のモデルは、特定のユース

ケースや開発の特定ポイントに適しています。これらのモデルの中には、現在の環境で使用さ

れているモデルよりも利点があるものもあります。 

 完全に分離された運用モデル 

 分離されたアプリケーションエンジニアリングおよび運用 (AEO) と一元化されたガバナ

ンスを備えたインフラストラクチャエンジニアリングおよび運用 (IEO) 

 分離された AEO と一元化されたガバナンスとサービスプロバイダを備えた IEO 

 分離された AEO と一元化されていないガバナンスを備えた IEO 

完全に分離された運用モデル 

次の図では、縦軸にアプリケーションとインフラストラクチャが設定されています。アプリ

ケーションは、ビジネス上の成果を提供するワークロードを指し、カスタム開発または購入し

たソフトウェアである場合が考えられます。インフラストラクチャとは、物理的および仮想イ

ンフラストラクチャと、そのワークロードをサポートするその他のソフトウェアを指します。 

横軸には、エンジニアリングおよび運用が設定されています。エンジニアリングとは、アプリ

ケーションとインフラストラクチャの開発、構築、およびテストを指します。運用とは、アプ

リケーションとインフラストラクチャのデプロイ、更新、継続的なサポートです。 
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多くの組織では、この「完全に分離された」モデルが存在します。各クアドラント (象限) のア

クティビティは、別のチームによって実行されます。作業は、作業リクエスト、作業キュー、

チケットなどのメカニズムを通じて、または IT サービス管理 (ITSM) システムを使用してチー

ム間で渡されます。 

チーム間またはチーム間でタスクを移行すると、複雑性が増し、ボトルネックや遅延が生じま

す。リクエストは、優先順位が⾼くない限り、遅延することがあります。遅れて特定された不

具合は、大幅な手直しが必要になる可能性があり、同じチームとその機能を再度通過しなけれ

ばならない場合があります。エンジニアリングチームによるアクションを必要とするインシデ

ントがある場合、その応答は引き渡しアクティビティによって遅れます。 

業務チーム、開発チーム、運用チームが、実行されている活動や機能について編成されている

場合、不一致のリスクが⾼くなります。これにより、チームはビジネス成果の達成に集中す

るのではなく、特定の責任に集中することになります。チームは狭い範囲で専門的であったり、

物理的、あるいは論理的に隔離されていたりして、コミュニケーションやコラボレーションが

妨げられる場合があります。 
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分離された AEO と一元化されたガバナンスを備えた IEO 

この「分離された AEO と IEO」モデルは、「自ら実行して構築する」というやり方になります。 

アプリケーションエンジニアと開発者は、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実

行します。同様に、インフラストラクチャエンジニアは、アプリケーションチームをサポート

するために使用するプラットフォームのエンジニアリングと運用の両方を実行します。 

 

 

この例では、ガバナンスを一元管理として扱います。標準はアプリケーションチームに分散、

提供、または共有されます。 

AWS Organizations など、アカウント間で環境を集中管理できるツールまたはサービスを使用す

る必要があります。AWS Control Tower などのサービスでは、この管理機能が拡張され、アカウ

ントのセットアップに関する設計図 (運用モデルのサポート) を定義し、AWS Organizations を使

用して進行中のガバナンスを適用し、新しいアカウントのプロビジョニングを自動化できます。 

「自分で構築して実行する」ということは、アプリケーションチームが完全なスタック、ツー

ルチェーン、およびプラットフォームに責任を持つという意味ではありません。 

https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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プラットフォームエンジニアリングチームは、標準化された一連のサービス (開発ツール、モ

ニタリングツール、バックアップおよび復旧ツール、ネットワークなど) をアプリケーション

チームに提供します。プラットフォームチームは、承認されたクラウドプロバイダサービス、

同じ特定の設定、またはその両方へのアクセスをアプリケーションチームに提供することもで

きます。 

AWS Service Catalog のような承認されたサービスと設定をデプロイするためのセルフサービ

ス機能を提供するメカニズムは、ガバナンスを実施しながらフルフィルメントリクエストに関

連する遅延を制限するのに役立ちます。 

プラットフォームチームはスタック全体の可視性を確保します。そうすることで、アプリケー

ションチームはアプリケーションコンポーネントに関する問題と、アプリケーションが消費す

るサービスやインフラストラクチャコンポーネントとを区別できます。プラットフォームチー

ムは、これらのサービスの設定に関する支援や、アプリケーションチームの運用を改善する方

法に関するガイダンスを提供することもできます。 

前に説明したように、アプリケーションチームが、チームのアクティビティやアプリケーショ

ンのイノベーションをサポートする基準の追加、変更、例外をリクエストするメカニズムが存

在することが不可欠です。 

分離された AEO IEO モデルは、アプリケーションチームに強力なフィードバックループを提供

します。ワークロードの日々の運用は、直接的なやり取り、またはサポートや機能のリクエス

トを介した間接的なやりとりを通じて顧客とのコンタクトを増やします。この可視性が⾼まる

ため、アプリケーションチームはより迅速に問題に対処できるようになります。より深いつな

がりと密接な関係により、顧客のニーズに対するインサイトが得られ、より迅速なイノベー

ションが可能になります。 

https://aws.amazon.com/servicecatalog/
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これはすべて、アプリケーションチームをサポートするどのプラットフォームチームにも当

てはまります。 

採用された基準は使用前に承認され、本稼働環境への参入に必要なレビューの量が減る場合が

あります。プラットフォームチームが提供する、サポートおよびテスト済みの標準を使用す

ると、これらのサービスに関する問題の頻度を減らすことができます。標準を採用することで、

アプリケーションチームはワークロードの差別化に集中できます。 

分離された AEO と一元化されたガバナンスとサービスプロバイダを備え

た IEO 

この「分離された AEO と IEO」モデルは、「自ら実行して構築する」というやり方になります。 

アプリケーションエンジニアと開発者は、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実

行します。 

組織には専用のプラットフォームエンジニアリングと運用チームをサポートするための既存の

スキルがなかったり、チームメンバーがいなかったりする場合があるほか、そのための時間と

労力を投資したくない場合があります。 

その代わりに、ビジネスを差別化する機能の作成に重点を置いたプラットフォームチームが必

要と感じていますが、画一的な日常業務を業者に外注したい場合もあります。 

AWS マネージドサービス、AWS マネージドサービスパートナー、または AWS パートナーネッ

トワークのマネージドサービスプロバイダなどのマネージドサービスプロバイダは、専門的な

実装型のクラウド環境を提供し、セキュリティとコンプライアンスの要件、ビジネスの目標を

サポートします。 

https://aws.amazon.com/managed-services/
https://aws.amazon.com/managed-services/partners/
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Managed+Service+Provider
https://aws.amazon.com/partners/find/results/?keyword=Managed+Service+Provider
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このバリエーションでは、ガバナンスがプラットフォームチームによって一元管理され、アカ

ウント作成と AWS Organizations と AWS Control Tower で管理されるポリシーがあります。 

このモデルでは、サービスプロバイダのメカニズムを操作するようにメカニズムを変更する必要

があります。これは、サービスプロバイダを含むチーム間のタスクの移行によって生じるボトル

ネックや遅延、または不具合の早期特定に関連する可能性のある再作業には対応していません。 

プロバイダの基準、ベストプラクティス、プロセス、専門知識を活用できます。また、サービ

ス提供の継続的な開発によるメリットも得られます。 

マネージドサービスを運用モデルに追加すると、時間とリソースを節約でき、新しいスキルや

能力を開発するのではなく、戦略的成果に集中して社内チームを維持できます。 

分離された AEO と一元化されていないガバナンスを備えた IEO 

この「分離された AEO と IEO」モデルは、「自ら実行して構築する」というやり方になります。 

アプリケーションエンジニアと開発者は、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実

行します。同様に、インフラストラクチャエンジニアは、アプリケーションチームをサポート

するために使用するプラットフォームのエンジニアリングと運用の両方を実行します。 
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この例では、ガバナンスを一元管理されていないものとして扱います。 

標準はプラットフォームチームによってアプリケーションチームに分散、提供、または共有さ

れますが、アプリケーションチームはワークロードに対応するために新しいプラットフォーム

機能を自由に設計および運用できます。 

このモデルでは、アプリケーションチームに対する制約が少なくなりますが、責任は大幅に増

加します。追加のプラットフォーム機能をサポートするためには、追加のスキル、および潜在

的なチームメンバーが存在する必要があります。スキルセットが適切でなく、不具合が早期に

認識されない場合、大幅な手直しのリスクが⾼まります。 

特にアプリケーションチームに委任されていないポリシーを適用する必要があります。

AWS Organizations など、アカウント間で環境を集中管理できるツールまたはサービスを使用

します。AWS Control Tower などのサービスでは、この管理機能が拡張され、アカウントの

セットアップに関する設計図 (運用モデルのサポート) を定義し、AWS Organizations を使用し

て進行中のガバナンスを適用し、新しいアカウントのプロビジョニングを自動化できます。 

https://aws.amazon.com/organizations/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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アプリケーションチームが標準への追加や変更をリクエストするためのメカニズムを持つ

ことは有益です。他のアプリケーションチームに利益をもたらす新しい基準に貢献できる可能

性があります。プラットフォームチームは、これらの追加機能の直接サポートを提供すること

が、ビジネス成果につながる効果的なサポートであると判断する可能性があります。 

このモデルでは、⾼度なスキルやチームメンバーなどの要件によって、イノベーションに対す

る制約を制限します。チーム間のタスクの移行によって生成されるボトルネックや遅延の多

くに対処し、その一方でチームと顧客間の効果的な関係の発展を促進します。 

関係と所有権 

運用モデルは、チーム間の関係を定義し、識別可能な所有権と責任をサポートします。 

リソースによって所有者が識別される: 各アプリケーション、ワークロード、プラットフォー

ム、インフラストラクチャコンポーネントの所有権を持つユーザーが誰か、そのコンポーネン

トによって提供されるビジネス価値、およびその所有権が存在する理由を理解します。これ

らの個々のコンポーネントのビジネス価値、およびそれらがビジネスの成果をどのようにサ

ポートするかを理解すると、それらに適用されるプロセスと手順がわかります。 

プロセスと手順によって所有者が識別される: 個々のプロセスと手順の定義を誰が所有している

か、特定のプロセスと手順が使用されている理由、およびその所有権が存在する理由を理解し

ます。特定のプロセスと手順が使用される理由を理解することで、改善の機会を特定できます。 

運用アクティビティによって、パフォーマンスに責任がある所有者が識別される: 定義された

ワークロードに対して特定のアクティビティを実行する責任を持つユーザーと、その責任が存

在する理由を理解します。運用アクティビティのパフォーマンスに対する責任を理解すると、

誰がアクションを実行し、結果を検証し、アクティビティの所有者にフィードバックを提供す

るかを通知します。 
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チームメンバーが自分の責任を把握している: ロールを理解すると、タスクの優先順位付けが

分かります 。これにより、チームメンバーはニーズを認識し、適切に対応できます。 

責任と所有権を識別するメカニズムが存在する: 個人またはチームが特定されていない場合、

所有権を割り当てる、またはニーズに対処する計画を立てるための権限を持つ人物へのエスカ

レーションパスが定義されています。 

追加、変更、例外をリクエストするメカニズムが存在する: プロセス、プロシージャ、および

リソースの所有者にリクエストを送信できます。利点とリスクを評価した後、実行可能で適切

であると判断されたリクエストを、十分な情報に基づいて承認します。 

チーム間の責任は事前定義済みまたは交渉済み: チーム間には、チームがどのように連携して

サポートするかを説明する定義済みまたは交渉済みの合意事項があります (応答時間、サービ

スレベル目標、サービスレベルアグリーメントなど)。チームの仕事がビジネスの成果に及ぼす

影響、および他のチームや組織の成果を理解することで、タスクの優先順位付けを知り、適

切に対応できるようになります。 

責任と所有権が未定義または不明な場合、必要な活動をタイムリーに処理できず、これらの

ニーズへの対応が重複し、場合によっては競合する可能性が生じるリスクがあります。 

リソース 

運用のための設計に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリ

ソースを参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1) 

 AWS re:Invent 2019: Automate everything: Options and best practices (MGT304) 

https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be


Archived

アマゾン ウェブ サービス 運用上の優秀性の柱 

18 

ドキュメント 

 AWS マネージドサービス

 AWS Organizations の特徴

 AWS Control Tower の特徴

組織文化 

チームメンバーにサポートを提供することで、チームメンバーがより効果的に行動し、ビジネ

スの成果をサポートできるようにします。

エグゼクティブスポンサーシップ: シニアリーダーシップは、組織に対する期待を明確に設定

し、成功を評価します。シニアリーダーシップは、ベストプラクティスの採用と組織の進化の

協賛者、支持者、および推進者です。 

チームメンバーには結果にリスクが伴うときに対応する権限が与えられている: ワークロー

ドの所有者は、結果にリスクがあるときにチームメンバーが対応できるようにガイダンスと範

囲を定義しています。エスカレーションメカニズムは、イベントが定義された範囲外にある場

合に方向性を取得するために使用されます。 

エスカレーションが推奨される: チームメンバーにはメカニズムがあり、結果にリスクがあ

ると思われる場合は、意思決定者や利害関係者に懸念をエスカレートすることが推奨されます。

エスカレーションは、リスクを特定し、インシデントの発生を防ぐために、早く、頻繁に実行

する必要があります。 

コミュニケーションはタイムリーで明確で実用的なもの: メカニズムが存在し、 チームメン

バーに既知のリスクや計画されたイベントをタイムリーに通知するために使用されます。アク

https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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ションが必要かどうか、どのようなアクションが必要かを判断し、タイミングよくそのアク

ションを実行するために、必要なコンテキスト、詳細、および時間 (可能な場合) が提供されま

す。たとえば、パッチ適用を迅速に行えるようにソフトウェアの脆弱性を通知したり、サービ

ス中断のリスクを回避するために変更のフリーズを実装できるように計画された販売プロモー

ションの通知を提供したりします。 

計画されたイベントは変更カレンダーまたはメンテナンススケジュールに記録できるため、

チームメンバーが保留中のアクティビティを特定できます。 

AWS では、AWS Systems Manager 変更カレンダーを使用してこれらの詳細を記録できます。

カレンダーのステータスのプログラムによるチェックをサポートし、特定の時点でカレンダー

がアクティビティに対して開いているか閉じているかを判断します。運用アクティビティは、

障害となり得るアクティビティのために予約されている特定の「承認済み」の時間枠について

計画できます。AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウでは、アクティビティを自動

化し、それらのアクティビティを検出可能にするために、インスタンスやその他のサポートさ

れているリソースに対しアクティビティをスケジュールできるようにします。 

実験が推奨されている: 実験が学習を加速し、チームメンバーの関心を維持し、関わりを持ち

続けられるようにします。望ましくない結果は、成功につながらないパスを特定した実験が成

功することです。望ましくない結果で実験が成功してもチームメンバーが罰せられることはあ

りません。イノベーションを起こし、アイデアを成果に変えるには、実験が必要です。 

チームメンバーはスキルセットの維持と成長が可能で推奨されている: チームは新しいテクノ

ロジーを採用し、ワークロードのサポートにおける需要と責任の変化に対応するために、スキ

ルセットを発達させる必要があります。新しいテクノロジーにおけるスキルの発達は、多くの

場合、チームメンバーの満足度の源となり、イノベーションをサポートします。チームメン

バーが自分たちの発達しているスキルを検証し、認める業界認証を追求し、維持できるように

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html#supported-resources-console
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html#supported-resources-console
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支援します。組織の知識とスキルを持ち、熟練したチームメンバーを失った場合は、クロスト

レーニングによって知識の伝達を促進し、重大な影響のリスクを緩和します。学習のために専

用の時間を割り当てます。 

AWS では、ご利用開始のためのリソースセンター、AWS ブログ、AWS Online Tech Talks、 

国内のクラウドセミナー・イベントスケジュール、AWS Well-Architected Labs など、お客様の

チームのトレーニングに役立つガイダンス、例、詳細なチュートリアルなどを提供しています。 

また、AWS では Amazon Builders' Library で AWS の運用を通じて学んだベストプラクティ

スとパターン、AWS ブログ や 公式 AWS ポッドキャスト を通じて幅広い有益な教材を共有し

ています。 

Well-Architected Labs、AWS サポート (AWS ナレッジセンター、AWS ディスカッション

フォーム、AWS サポートセンター) および AWS ドキュメントなどの AWS が提供する教育リ

ソースをチームのトレーニングにご活用ください。AWS に関する質問の支援を受けるには、

AWS サポートセンターを利用して AWS サポートに連絡してください。 

AWS トレーニングと認定では、AWS の基礎に関するセルフペースデジタルコースを通じて無

料のトレーニングを提供しています。また、インストラクターが実施するトレーニングに登録

して、チームの AWS スキルの開発をさらにサポートすることもできます。 

チームに適正なリソースを提供する: チームメンバーの力量を維持し、ワークロードのニー

ズを満たすツールとリソースを提供します。チームメンバーに過剰な負荷がかかることは、人

為的ミスに起因するインシデントのリスクを⾼めます。ツールやリソースへの投資 (頻繁に実

行されるアクティビティのオートメーションなど) によって、チームの効果をスケールし、付

加的なアクティビティをサポートできます。 

https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
file://WorkDocs/crlsonb-amazon/My%20Documents/WA/0%20OEv2/best%20practices%20and%20patterns
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/podcasts/aws-podcast/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/programs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://forums.aws.amazon.com/index.jspa
https://console.aws.amazon.com/support/home/
https://docs.aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/training/
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チーム間でさまざまな意見が奨励され、求められている: 組織間の多様性を活用して、複数の

ユニークな視点を追求します。この視点を使用して、イノベーションを⾼め、想定に挑み、確

証バイアスに傾くリスクを軽減します。チーム内のインクルージョン、多様性、アクセシビリ

ティを向上させ、有益な視点を得ます。 

組織文化は、チームメンバーのジョブに対する満足度と定着率に直接影響します。チームメン

バーのやる気と能力を引き出して、ビジネスの成功につなげます。 

リソース 

運用のための設計に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリ

ソースを参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2019: [REPEAT 1] How to ensure configuration compliance (MGT303-R1) 

 AWS re:Invent 2019: Automate everything: Options and best practices (MGT304) 

ドキュメント 

 AWS マネージドサービス 

 AWS マネージドサービスのサービス詳細 

 AWS Organizations の特徴 

 AWS Control Tower の特徴 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u8u9DXwNoIs&t=
https://www.youtube.com/watch?v=bGBVPIpQMYk&feature=youtu.be
https://aws.amazon.com/managed-services/
https://s3.amazonaws.com/ams.contract.docs/AWS+Managed+Services+Service+Description.pdf
https://aws.amazon.com/organizations/features/
https://aws.amazon.com/controltower/features/
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準備 

運用上の優秀性に備えるためには、ワークロードと期待される動作を理解する必要があります。

そうすることでワークロードの状況を把握し、ワークロードをサポートする手順を構築するよ

うに設計できます。 

運用上の優秀性に備えるには、以下を検討する必要があります。 

 テレメトリの設計 

 フローの改善 

 デプロイのリスクを緩和する 

 運用準備の理解 

テレメトリの設計 

ワークロードを設計する際には、可観測性と問題調査への対応においてすべてのコンポーネン

トにわたって内部状態 (メトリクス、ログ、イベント、トレースなど) を理解するために必要な

情報が送出されるようにします。ワークロードの稼働状態を監視し、結果にリスクがあった場

合にそれを特定し、効果的な対応を可能にするために必要なテレメトリの開発を繰り返します。 

AWS ではアプリケーションとワークロードコンポーネントからログ、メトリクス、イベントを

送出して収集し、内部的な状況と稼働状態を把握できます。分散トレースを統合して、ワーク

ロードを通過するリクエストを追跡できます。このデータを使用して、アプリケーションと基

盤となるコンポーネントがどのように相互作用するかを理解し、問題とパフォーマンスを分析

します。 
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ワークロードを計測する際は、フィルターを使用して時間の経過とともに最も有用な情報を選

択できるので、状況認識を可能にする幅広い情報 (状態の変化、ユーザーのアクティビティ、

権限アクセス、使用量のカウンターなど) を取得します。 

アプリケーションテレメトリの実装: 内部状態、ステータス、ビジネス成果の達成に関する情

報 (キューの長さ、エラーメッセージ、応答時間など) が送出されるよう、アプリケーション

コードに機能を加えます。この情報を使用して、応答が必要とされるタイミングを特定します。 

EC2 インスタンスと物理サーバーから Amazon CloudWatch にシステムレベルのアプリケー

ションログと⾼度なメトリクスを送信するには、Unified Amazon CloudWatch Logs エージェ

ントをインストールして設定する必要があります。 

AWS CLI または CloudWatch API を使用して、カスタムメトリクスを生成および発行します。

顧客の行動を理解するのに役立てるため、必ず洞察に満ちたビジネスメトリクスと技術メトリ

クスを発行するようにします。 

CloudWatch Logs API を使用してアプリケーション から CloudWatch に直接ログを送信するか、

AWS SDK と Amazon EventBridge を使用してイベントを送信できます。ログ記録ステートメントを 

AWS Lambda コードに挿入して、CloudWatch Logs に自動的に保存します。 

ワークロードテレメトリの実装と設定: 内部状態や現在のステータスに関する情報が送出され

るように、ワークロードを設計および設定します。たとえば、API 呼び出しボリューム、HTTP 

ステータスコード、スケーリングイベントなどの情報です。この情報を使用して、応答が必

要とされるタイミングを特定します。 

Amazon CloudWatch などのサービスを使用して、ワークロードコンポーネントからのログと

メトリクス (AWS CloudTrail からの API ログ、AWS Lambda メトリクス、Amazon VPC フロー

ログ、その他のサービス) などを集約します。 

https://www.amazonaws.cn/en/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/UseCloudWatchUnifiedAgent.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/UseCloudWatchUnifiedAgent.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/cloudwatch/put-metric-data.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_PutMetricData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/publishingMetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_PutLogEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/APIReference/API_PutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/what-is-amazon-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/AddEventsPutEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://aws.amazon.com/lambda/
https://www.amazonaws.cn/en/cloudwatch/
https://aws.amazon.com/cloudtrail/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-monitoring.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/aws-services-sending-logs.html
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ユーザーアクティビティテレメトリを実装する: ユーザーアクティビティに関する情報 (クリッ

クストリームのほか、開始、放棄、完了済みトランザクションなど) が送出されるよう、アプ

リケーションコードを設計します。この情報を使用して、アプリケーションの使用のされ方や

使用パターンを理解したり、応答が必要とされるタイミングを特定したりできます。 

依存関係テレメトリを実装する: 依存するリソースの状態 (到達可能性や応答時間など) に関す

る情報を出力するようにワークロードを設計および設定します。外部依存関係の例としては、

外部データベース、DNS、ネットワーク接続などがあります。この情報を使用して、応答が必

要とされるタイミングを特定します。 

トランザクショントレーサビリティを実装する: ワークロード全体のトランザクションフ

ローに関する情報が送出されるよう、アプリケーションコードを実装し、ワークロードコン

ポーネントを設定します。この情報を使用して、応答が必要とされるタイミングを特定し、問

題につながる要素の特定に役立てます。 

AWS では、AWS X-Ray などの分散トレースサービスを使用して 、トランザクションがワーク

ロードを通過するときにトレースを収集して記録する、マップを生成してワークロードやサー

ビス間でトランザクションがどのように流れるかを確認する、コンポーネント間の関係を把握

する、さらにはリアルタイムで問題を特定して分析することができます。 

ワークロードが進化するにつれて、テレメトリを繰り返して開発し、ワークロードの状態を把

握するために必要な情報を引き続き受け取ることができます。 

リソース 

運用のための設計に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを

参照してください。 

https://aws.amazon.com/xray/
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動画 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS 

CloudFormation (DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing 

Applications on AWS 

ドキュメント 

 AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス 

 Amazon CloudWatch Logs を使用して CloudTrail のログファイルをモニタリングする 

 CloudWatch Logs へのフローログの発行 

ドキュメント 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric Format 

 Amazon CloudWatch の開始方法 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Amazon CloudWatch Events での AWS Health イベントのモニタリング 

 AWS CloudFormation のドキュメント 

 AWS 開発者用ツール 

 AWS で CI/CD パイプラインを設定する 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

 Enhancing workload observability using Amazon CloudWatch Embedded Metric Format 

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/monitoring-cloudwatchlogs.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/monitor-cloudtrail-log-files-with-cloudwatch-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs-cwl.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/https:/aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/enhancing-workload-observability-using-amazon-cloudwatch-embedded-metric-format/


Archived

アマゾン ウェブ サービス 運用上の優秀性の柱 

 26 

運用のための設計 

リファクタリング、品質についてのすばやいフィードバック、バグ修正を可能にし、本番環

境への変更のフローを改善するアプローチを採用します。これらは、本番環境移行時における

有益な変更を促進し、デプロイされた問題を制限するとともに、デプロイメントアクティビ

ティを通じて生じた問題をすばやく特定し、修正できるようにします。 

AWS では、ワークロード全体 (アプリケーション、インフラストラクチャ、ポリシー、ガバナ

ンス、運用) をコードとして表示できます。すべてコードで定義し、更新できます。つまり、

スタックのすべての要素にアプリケーションコードに使用するのと同じエンジニアリング規

律を適用できます。 

バージョン管理を使用する: 変更とリリースの追跡を有効にするにはバージョン管理を使用し

ます。 

多くの AWS サービスでは、バージョン管理機能が備わっています。AWS CodeCommit などの

改訂またはソース管理システムを使用して、インフラストラクチャの AWS CloudFormation テ

ンプレートなどのコードやその他の成果物を管理します。 

変更内容をテストし検証する: エラーの数を減らし、見つけ出すために変更内容をテストして

検証します。手動プロセスによって発生するエラーと、テストにかかわる労力を減らすために

テストを自動化します。 

AWS では、実験やテストのリスク、労力、コストを削減するために一時的な並列環境を作成で

きます。AWS CloudFormation を使用してこれらの環境のデプロイを自動化し、一時的な環

境を、一貫性を持って実装できるようにします。 

https://aws.amazon.com/codecommit/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
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設定管理システムを使用する: 設定を変更し、変更を追跡記録するには、構成管理システムを

使用します。これらのシステムは、手動プロセスによって発生するエラーと、変更内容を展開

する労力を減らします。 

構築およびデプロイ管理システムを使用する: 構築およびデプロイ管理システムを使用します。

これらのシステムは、手動プロセスによって発生するエラーと、変更内容を展開する労力を減

らします。 

AWS では、AWS の開発者ツール (AWS CodeCommit、AWS CodeBuild、AWS CodePipeline、

AWS CodeDeploy、AWS CodeStar) などのサービスを使用して継続的統合/継続的デプロイメン

ト (CI/CD) のパイプラインを構築できます。 

パッチ管理を実行する: パッチ管理を実行し、問題を解決して、ガバナンスに準拠するように

します。パッチ管理の自動化により、手動プロセスによって発生するエラーと、パッチにかか

わる労力を減らすことができます。 

パッチと脆弱性の管理は、メリットとリスク管理活動の一部です。不変のインフラストラク

チャを使用し、検証済みの正常な状態でワークロードをデプロイすることが推奨されます。こ

れが不可能な場合は、パッチの適用が残りのオプションとなります。 

脆弱性を排除するためにマシンイメージ、コンテナイメージ、または Lambda カスタムランタ

イムと追加ライブラリを更新することはパッチ管理の一部です。Linux または Windows Server 

イメージ用の Amazon マシンイメージ (AMI) の更新は、EC2 イメージビルダーを使用して管理

する必要があります。既存のパイプラインで Amazon Elastic Container Registry を使用する

ことで、Amazon ECS イメージの管理、および Amazon EKS イメージの管理が可能になります。

AWS Lambda にはバージョン管理機能が含まれています。 

https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/security-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
https://aws.amazon.com/image-builder/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/what-is-ecr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_ECS.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_EKS.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-versions.html
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予め安全な環境でテストを実施していない状態で、本番環境のシステムにパッチを適用する

ことがあってはなりません。パッチは運用上またはビジネス上の成果に対応している場合にの

み適用してください。AWS では、AWS Systems Manager パッチマネージャーを使用して、マ

ネージドシステムにパッチを適用するプロセスを自動化し、AWS Systems Manager メンテナ

ンスウィンドウを使用してアクティビティをスケジュールできます。 

設計基準を共有する: チーム全体でベストプラクティスを共有し、デプロイ作業における利

点の認識を⾼め、それを最大限にします。 

AWS では、アプリケーション、コンピューティング、インフラストラクチャ、運用をコードと

して定義し、管理できます。これにより、リリース、共有、採用が簡単になります。 

多くの AWS のサービスとリソースは、アカウント間で共有されるように設計されているので、

作成されたアセットや発見をチーム間で共有できます。たとえば、CodeCommit リポジトリ、

Lambda 関数、Amazon S3 バケット、AMI を特定のアカウントと共有できます。 

新しいリソースやアップデートを発行するときは、Amazon SNS を使用してアカウント間の通

知を実行します。受信者は Lambda を使って新しいバージョンを入手できます。 

組織内で標準が積極的に共有されていた場合、チームのアクティビティをサポートする基準の

追加、変更、例外をリクエストするメカニズムを持つことは重要です。このオプションがなけ

れば、標準はイノベーションの障壁になります。 

コード品質の向上のためにプラクティスを実装する: コードの品質を向上し、不具合を最小

限に抑えるためにプラクティスを実装します。たとえば、テスト駆動型デプロイ、コードレ

ビュー、標準の導入などがあります。 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-patch.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/cross-account.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cross-account-access-s3/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
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複数の環境を使用する: ワークロードの実験、開発、テストを行うには、複数の環境を使用し

ます。環境が本稼働環境に近づくにつれてコントロールレベルを増やし、デプロイ時にワーク

ロードが意図したとおりに運用するように自信を付けます。 

小規模で可逆的な変更を頻繁に行う: 頻繁に、小さく、可逆的な変更を行うことで、変更の範

囲と影響を縮小します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、修復がすばやく

できるようになります。また変更を元に戻すこともできます。 

統合とデプロイを完全に自動化する: ワークロードの構築、デプロイ、テストを自動化します。

これにより、手動プロセスによって発生するエラーと、変更をデプロイする労力を減らすこと

ができます。 

一貫したタグ付け戦略に従って、リソースタグと AWS リソースグループを使用してリソー

スを識別できるようにします。組織、原価計算、アクセスコントロールのリソースにタグを付

け、自動化された運用アクティビティの実行に的を絞ります。 

リソース 

運用のための設計に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを

参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications on AWS 

  

https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
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ドキュメント 

 AWS リソースグループとは 

 Amazon CloudWatch の開始方法 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Amazon CloudWatch Events での AWS Health イベントのモニタリング 

 AWS CloudFormation のドキュメント 

 AWS 開発者用ツール 

 AWS で CI/CD パイプラインを設定する 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

デプロイのリスクを緩和する 

品質に関する迅速なフィードバックを提供し、望ましい結果をもたらさない変更から迅速に復

旧できるようにするアプローチを採用します。これらを実践することにより、変更のデプロイ

メントによって生じる問題の影響が軽減されます。 

ワークロードの設計には、デプロイ、更新、運用の方法が含まれている必要があります。欠

陥の削減と迅速かつ安全な修正に対応するエンジニアリングのプラクティスの実装が必要にな

るでしょう。 

変更の失敗に備える: 変更が望ましい結果をもたらさない場合に、既知の良好な状態に戻すか、

本番環境で修正を行うことを計画します。この準備を行うことで、迅速な対応によって復旧時

間を短縮できます。 

https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/welcome.html
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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変更をテストし検証する: あらゆるライフサイクルステージで変更をテストし、その結果を検

証することで、新しい機能を確認するとともに、デプロイの失敗のリスクと影響を最小限に抑

えます。 

AWS では、実験やテストのリスク、労力、コストを削減するために一時的な並列環境を作成で

きます。AWS CloudFormation を使用してこれらの環境のデプロイを自動化し、一時的な環

境を、一貫性を持って実装できるようにします。 

デプロイ管理システムを使用する: デプロイ管理システムを使用して変更を追跡および実装し

ます。これにより、手動プロセスによって発生するエラーと、変更をデプロイする労力を減ら

すことができます。 

AWS では、AWS の開発者ツール (AWS CodeCommit、AWS CodeBuild、AWS CodePipeline、

AWS CodeDeploy、AWS CodeStar) などのサービスを使用して継続的統合/継続的デプロイメン

ト (CI/CD) のパイプラインを構築できます。 

変更カレンダーを用意して、変更の実施によって影響を受ける可能性のある重要なビジネスや

運用上の活動やイベントが計画されている時期を追跡します。アクティビティを調整して、こ

れらの計画に関するリスクを管理します。AWS Systems Manager 変更カレンダーは、時間ブ

ロックの変更や理由を文書化し、その情報を他の AWS アカウントと共有するメカニズムを提

供します。AWS Systems Manager Automation スクリプトは、カレンダーの変化に沿って実行

されるように設定できます。 

AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用して、AWS SSM Run Command または

自動化スクリプト、AWS Lambda の呼び出し、または AWS Step Function アクティビティのパ

フォーマンスを、指定した時間にスケジュールできます。これらのアクティビティを評価に含

めることができるように、変更カレンダー上で印を付けます。 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/codebuild/
https://aws.amazon.com/codepipeline/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codestar/
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-change-calendar.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/change-calendar-share.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-maintenance.html


Archived

アマゾン ウェブ サービス 運用上の優秀性の柱 

 32 

限定的なデプロイを使用してテストする: 完全なデプロイを行う前に、既存のシステムと並行

して限定的なデプロイを実施してテストを行い、望ましい結果が得られるかどうかを確認しま

す。たとえば、デプロイカナリアテストまたはワンボックスデプロイを使用します。 

並列環境でデプロイする: 並列環境に変更を実装し、その後、新しい環境に移行します。デプ

ロイの成功を確認するまで、以前の環境を維持します。こうすることで、以前の環境へのロー

ルバックが可能になり、復旧時間を最小限に抑えることができます。 

小規模で可逆的な変更を頻繁にデプロイする: 頻繁に、小さく、可逆的な変更を使用すること

で、変更の範囲を縮小します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、修復がす

ばやくできるようになります。また、変更をロールバックすることもできます。 

統合とデプロイを完全に自動化する: ワークロードの構築、デプロイ、テストを自動化します。

これにより、手動プロセスによって発生するエラーと、変更をデプロイする労力を減らすこと

ができます。 

テストとロールバックを自動化する: デプロイした環境のテストを自動化し、望ましい結果が

得られるかどうか確認します。結果が達成されない場合に以前の既知で正常な状態に自動的に

ロールバックすることで、復旧時間を最小限に抑えるとともに、手動プロセスによるエラーを

減らします。 

リソース 

運用のための設計に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリ

ソースを参照してください。 
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動画 

 AWS re:Invent 2016: Infrastructure Continuous Delivery Using AWS CloudFormation 

(DEV313) 

 AWS re:Invent 2016: DevOps on AWS: Accelerating Software Delivery with AWS 

Developer Tools (DEV201) 

 AWS CodeStar: The Central Experience to Quickly Start Developing Applications on AWS 

ドキュメント 

 Amazon CloudWatch の開始方法 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

 Amazon CloudWatch Events での AWS Health イベントのモニタリング 

 AWS CloudFormation のドキュメント 

 AWS 開発者用ツール 

 AWS で CI/CD パイプラインを設定する 

 AWS X-Ray 

 AWS Tagging Strategies 

運用準備状況 

ワークロード、プロセス、手順、および従業員の運用準備状況を評価し、ワークロードに関連

する運用上のリスクを理解します。 

一貫性のあるプロセス (手作業または自動化によるチェックリストを含む) を使用して、いつ

ワークロードまたは変更を本稼働する準備ができるかを知る必要があります。また、これによ

https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=TDalsML3QqY
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=-ddpq2VQNxo
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://www.youtube.com/watch?v=pIaB7wSSReU
https://aws.amazon.com/cloudwatch/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-high-resolution-custom-metrics-and-alarms-for-amazon-cloudwatch/
http://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/products/developer-tools/
https://aws.amazon.com/getting-started/projects/set-up-ci-cd-pipeline/
https://aws.amazon.com/xray/
https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
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り、対処する計画を立てる必要がある領域を見つけることもできます。日常的な活動を文書化

したランブックと、問題解決のためにプロセスを導くプレイブックができます。 

従業員の対応力を確保する: 運用上のニーズに対応できるようにトレーニングを受けた、適切な

人数の従業員が配置されていることを検証するメカニズムを導入します。効果的なサポートを継

続できるように必要に応じて従業員のトレーニングを実施し、従業員の対応力を調整します。 

すべてのアクティビティ (オンコールを含む) に対応できる十分なチームメンバーが必要になり

ます。ワークロード、運用ツール、AWS に関するトレーニングを成功させるために必要なスキ

ルがチームにあることを確認します。 

AWS では、ご利用開始のためのリソースセンター、AWS ブログ、AWS Online Tech Talks、 

国内のクラウドセミナー・イベントスケジュール、AWS Well-Architected Labs など、お客様の

チームのトレーニングに役立つガイダンス、例、詳細なチュートリアルなどを提供しています。

さらに、AWS トレーニングと認定では、AWS の基礎に関するセルフペースデジタルコースを通

じて無料のトレーニングを提供しています。また、インストラクターが実施するトレーニングに

登録して、チームの AWS スキルの開発をさらにサポートすることもできます。 

運用準備状況の一貫したレビューを実施する: ワークロードの運用に関する準備状況の一貫し

てたレビューをするようにしてください。レビューには、チームとワークロードに関する運用

準備状況、またセキュリティ上の要件を必ず含める必要があります。必要に応じてレビューア

クティビティをコードで実装し、イベントに対応して自動確認をトリガーし、一貫性、実行ス

ピードをレビューして、手動プロセスによって発生するエラーを減らします。 

AWS Config を使用してベースラインを作成し、AWS Config ルールを使用して設定をチェックす

ることによって、ワークロードの設定テストを自動化する必要があります。AWS Security Hub の

サービスおよび機能を使用して、セキュリティ要件とコンプライアンスを評価できます。これ

https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/getting-started/
https://aws.amazon.com/events/
https://wellarchitectedlabs.com/
https://aws.amazon.com/training/
https://aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://aws.amazon.com/security-hub/
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らのサービスは、ワークロードがベストプラクティスや標準と整合しているかどうかを判断す

るのに役立ちます。 

ランブックを使用して手順を実行する: ランブックは、具体的な成果を達成するための文書化

された手順です。ランブックに手順を文書化することにより、一貫性を保ち、汎用イベントに

すみやかに対応できるようになります。ランブックをコードとして実装し、必要に応じてイベ

ントに反応してランブックの実行をトリガーすることで、一貫性を確保し、レスポンスを⾼速

化し、手動プロセスによるエラーを削減します。 

プレイブックを使用して問題を特定する: プレイブックは、問題を調査するための文書化され

たプロセスです。調査プロセスをプレイブックに文書化することで、障害シナリオに対する一

貫性のある迅速な対応が可能になります。プレイブックをコードとして実装し、必要に応じて

イベントに反応してプレイブックの実行をトリガーすることで、一貫性を確保し、レスポン

スを⾼速化し、手動プロセスに起因するエラーを削減します。 

AWS では、運用をコードとして扱い、ランブックやプレイブックの活動をスクリプト化して、

人為的なミスのリスクを軽減できます。スクリプトでリソースタグまたはリソースグループを

使用して、定義した基準 (環境、所有者、役割、バージョンなど) に基づいて選択的に実行でき

ます。 

スクリプト化された手順を使用して、イベントに対応してスクリプトをトリガーすることに

よって、自動化を有効にできます。運用とワークロードの両方をコードとして扱うことで、環

境の評価をスクリプト化して自動化することもできます。 

AWS Systems Manager (SSM) Run Command を使用してインスタンスでプロシージャをスクリ

プト化するか、AWS Systems Manager Automation を使用してアクションをスクリプト化し、

インスタンスや他のリソースでワークフローを作成するか、AWS Lambda のサーバーレスコン

ピューティング関数を使用して、AWS サービス API と独自のカスタムインターフェイス全体の

https://aws.amazon.com/answers/account-management/aws-tagging-strategies/
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/what-is-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html
https://aws.amazon.com/lambda/
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イベントへの応答をスクリプト化する必要があります。また、AWS Step Functions を使用して、

サーバーレスワークフローにスクリプト化された複数の AWS サービスを調整することもでき

ます。CloudWatch Events を使用してこれらのスクリプトをトリガーすることで応答を自動化

し、Amazon EventBridge を使用して必要なイベントを追加的な運用の支援システムへとルー

ティングします。 

手順、失敗のシナリオ、応答の成功をテストして、対処する計画が必要な分野を特定する必要

があります (ゲームデーを開催し、本稼働を始める前にテストするなど)。 

AWS では、実験やテストのリスク、労力、コストを削減するために一時的な並列環境を作成で

きます。AWS CloudFormation を使用してこれらの環境のデプロイを自動化し、一時的な環境、

一貫性を持って実装できるようにします。お客様への影響が許容される、または影響がまった

くない安全な環境で障害生成テストを実行し、適切な応答を開発または修正します。 

システムや変更をデプロイするために十分な情報に基づいて決定を下す: ワークロードと、ワー

クロードのガバナンスとのコンプライアンスをサポートするためにチームの能力を評価します。

システムを移行するか、本番環境に変更するかどうかを判断する際に、これらをデプロイの利

点に対して評価します。メリットとリスクを理解し、十分な情報に基づく決定を下します。 

「事前予測」のアプローチで、失敗を予測し、必要に応じて手順を作成します。ワークロー

ドを評価するために使用するチェックリストに変更を加える場合は、もう準拠していない本番

システムで行うことを計画します。 

リソース 

運用の準備に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを参照し

てください。 

https://aws.amazon.com/step-functions/
https://aws.amazon.com/cloudwatch/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/eventbridge/
https://aws.amazon.com/cloudformation/
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ドキュメント 

 AWS Lambda 

 AWS Systems Manager 

 AWS Config Rules Dynamic Compliance Checking for Cloud Resources 

 How to track configuration changes to CloudFormation stacks using AWS Config 

 Amazon Inspector の更新に関するブログ記事 

 AWS のイベントとオンラインセミナー 

 AWS トレーニング 

 AWS Well-Architected Labs 

 AWS がタグポリシーを開始 

 Using AWS Systems Manager Change Calendar to prevent changes during critical events 

  

https://aws.amazon.com/lambda/
https://aws.amazon.com/systems-manager/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-config-rules-dynamic-compliance-checking-for-cloud-resources/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/how-to-track-configuration-changes-to-cloudformation-stacks-using-aws-config/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-inspector/
https://aws.amazon.com/about-aws/events/
https://aws.amazon.com/training/
https://github.com/awslabs/aws-well-architected-labs
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/APIReference/Welcome.html
https://aws.amazon.com/blogs/mt/using-aws-systems-manager-change-calendar-to-prevent-changes-during-critical-events/
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運用 

成功とは、定義されたメトリクスによって測定されるビジネス成果の達成です。ワークロー

ドと運用の状態を理解することで、組織やビジネスの成果がいつリスクにさらされる可能性が

あるか、現状リスクにさらされているかを判別し、適切に対応できます。 

成功するには、以下のことができる必要があります。 

 ワークロードの状態を把握する 

 運用の状態を把握する 

 イベントへの応答 

ワークロードの状態を把握する 

ワークロードメトリクスを定義し、キャプチャし、分析することで、ワークロードイベントの

可視性を⾼め、適切なアクションがとれるようになります。 

チームが、ワークロードの運用状態を容易に理解できる必要があります。ワークロードの成

果に基づくメトリクスを使用して、有益なインサイトを得ることが望ましいでしょう。これ

らのメトリクスを使用して、チームメンバーが情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、ビ

ジネス上ならびに技術上の観点を備えたダッシュボードを実装する必要があります。 

AWS を使用すると、ワークロードログを簡単にまとめて分析できるため、メトリクスの生成、

ワークロードの状態の把握、時間の経過に伴う運用の洞察を得ることができます。 

主要業績指標 (KPI) を特定する: 希望するビジネス上の成果 (注文率、顧客定着率、営業費用に

対する利益など) と顧客が得られる結果 (顧客満足度など) に基づいて、主要業績指標 (KPI) を特

定します。KPI を評価して、ワークロードの成功を判別します。 
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ワークロードメトリクスを定義する: KPI の達成度を測定するワークロードメトリクスを定義し

ます (たとえば、中止されたショッピングカート、注文数、コスト、価格、配分されたワーク

ロード費用)。ワークロードの正常性 (インターフェイスの応答時間、エラー率、リクエスト数、

完了したリクエスト、使用率など) を測定するワークロードのメトリクスを定義します。メト

リクスを評価して、ワークロードが必要な成果に達しているかを判定し、ワークロードの正常

性を把握します。 

CloudWatch Logs などのサービスにログデータを送信し、必要なログコンテンツの観測からメ

トリクスを生成する必要があります。 

CloudWatch には、NET や SQL Server のための Amazon CloudWatch Insights および 

Container Insights などの専門的な機能があり、具体的にサポートされているアプリケーション

リソースやテクノロジースタック全体で主要なメトリクス、ログ、アラームを特定して設定す

るのに役立ちます。 

ワークロードのメトリクスを収集および分析する: メトリクスのプロアクティブなレビューを

定期的に行うと、傾向を把握し、適切な対応が必要な領域を特定できます。 

アプリケーション、ワークロードコンポーネント、サービス、および CloudWatch Logs などの

サービスへの API 呼び出しのログデータを集約する必要があります。必要なログコンテンツの観

測からメトリクスを生成して、運用アクティビティのパフォーマンスを把握できるようにします。 

AWS の責任共有モデルでは、モニタリングの部分が AWS Personal Health Dashboard を通じ

て提供されます。このダッシュボードは、お客様に影響がある可能性があるイベントが AWS 

で発生した場合に、アラートと修正ガイダンスを提供します。ビジネスサポートとエンタープ

ライズサポートに加入している顧客は、AWS Health API にもアクセスでき、イベント管理シス

テムとの統合が可能になります。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ContainerInsights.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/personal-health-dashboard/
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-api.html
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AWS では、ログデータを Amazon S3 にエクスポートしたり、ログを直接 Amazon S3 に送信

して、長期保存したりできます。AWS Glue を使用すると、分析のために Amazon S3 でログ

データを検出して準備し、関連するメタデータを AWS Glue データカタログに保存できます。

Amazon Athena は Glue とのネイティブな統合により、ログデータを分析し、標準 SQL を使用

してクエリを実行できます。Amazon QuickSight のようなビジネスインテリジェンスツールを

使用して、データの可視化、調査、分析を行うことができます。 

別のソリューションは、Amazon Elasticsearch Service と Kibana を使用して、複数のアカウン

トと AWS リージョンにわたる AWS のログを収集、分析、表示することです。 

ワークロードメトリクスの基準値を設定する: メトリクスのベースラインを確立して、期待

値を提供し、比較の基礎となるようにし、パフォーマンスの低いコンポーネントと過剰なコン

ポーネントを特定する。改善、調査、および介入のしきい値を特定します。 

ワークロードの予想されるアクティビティパターンを学ぶ: ワークロードアクティビティのパ

ターンを確立して異常な動作を識別し、必要に応じて適切に対応できるようにします。 

CloudWatch Anomaly Detection 機能を使用した CloudWatch は、統計および機械学習アルゴ

リズムを適用して、通常のメトリクスの動作を表す予想値の範囲を生成します。 

ワークロードの結果にリスクがある場合にアラートを出す: ワークロードの結果にリスクがあ

る場合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。 

理想的には、警告の対象となるメトリクスのしきい値、または自動応答をトリガーするために

使用できるイベントを前もって指定しておきます。 

CloudWatch Logs Insights を使用して、専用のクエリ言語によりログデータをインタラクティ

ブに検索および分析することもできます。CloudWatch Logs Insights は、AWS サービスと、

JSON のカスタムログイベントからのログのフィールドを自動的に検出します。ログボリュー

ムとクエリの複雑さに応じてスケールし、数秒で回答が得られるため、インシデントの原因と

なる要因の検索に役立ちます。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://aws.amazon.com/solutions/centralized-logging/?did=sl_card&trk=sl_card
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/
https://aws.amazon.com/elasticsearch-service/the-elk-stack/kibana/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
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ワークロードの異常が検出された場合にアラートを出す: ワークロードの異常が検出された場

合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。 

時間をかけてワークロードメトリクスを分析すると、イベントを定義したり、それに応じてア

ラームを鳴らしたりするために十分に定量化できる行動パターンが確立される可能性があります。 

トレーニングが完了すると、CloudWatch Anomaly Detection 機能を使用して、検出された異

常を警告したり、メトリクスデータのグラフに重ねて予想値を渡して継続的な比較を行うこと

ができます。 

KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する: ワークロード運用に対するビジネスレベ

ルの視点を確立すると、ニーズを満足しているかどうかを判断したり、ビジネス目標を達成す

るために改善が必要な領域を特定したりできます。KPI とメトリクスの有効性を検証し、必

要に応じて修正します。 

また、AWS は、AWS のサービス API や SDK を介してサードパーティーのログ分析システム 

(Grafana、Kibana、Logstash など) やビジネスインテリジェンスツールもサポートしています。 

リソース 

ワークロードの状態の把握に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリ

ソースを参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made in 

Heaven (DEV301) 

  

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#create-metric-graph
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
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ドキュメント 

 Amazon CloudWatch Application Insights for .NET and SQL Server とは 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 Amazon CloudWatch ダッシュボードに対する API および CloudFormation のサポート 

 AWS Answers: 集中ログ記録 

運用状態の把握 

運用メトリクスを定義し、キャプチャして、分析することによってワークロードイベントへの

可視性が得られ、適切な措置を講じることができます。 

チームが、運用状態を容易に理解できる必要があります。運用の成果に基づくメトリクスを使

用して、有益なインサイトを得ることが望ましいでしょう。これらのメトリクスを使用して、

チームメンバーが情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、ビジネス上ならびに技術上の観

点を備えたダッシュボードを実装する必要があります。 

AWS を使用すると、運用のログをまとめて分析して、メトリクスを生成し、時間の経過とと

もに運用からインサイトを得ることが容易になります。 

主要業績指標 (KPI) を特定する: 希望するビジネス (新機能など) と顧客の結果 (カスタマーサ

ポートケースなど) に基づいて、主要業績指標 (KPI) を特定します。KPI を評価して、運用の成

功を判別します。 

運用メトリクスを定義する: 運用メトリクスを定義して、KPI の達成度 (デプロイの成功、失敗

したデプロイなど) を測定します。運用アクティビティの正常性を測定する運用メトリクスを

定義します (たとえば、インシデントを検出する平均時間 (MTTD)、インシデントからの平均復

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-application-insights.html
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
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旧時間 (MTTR) など)。メトリクスを評価して、運用アクティビティが必要な成果に達している

かを判定し、運用の正常性を把握します。 

運用のメトリクスを収集および分析する: メトリクスのプロアクティブなレビューを定期的に

行うと、傾向を把握し、適切な対応が必要な領域を特定できます。 

運用アクティビティと運用 API コールの実行から、CloudWatch Logs などのサービスにログ

データを集約する必要があります。必要なログコンテンツの観測からメトリクスを生成して、

運用アクティビティのパフォーマンスを把握できるようにします。 

AWS では、ログデータを Amazon S3 にエクスポートしたり、ログを直接 Amazon S3 に送信

して、長期保存したりできます。AWS Glue を使用すると、分析のために Amazon S3 でログ

データを検出して準備し、関連するメタデータを AWS Glue データカタログに保存できます。

Amazon Athena は Glue とのネイティブな統合により、ログデータを分析し、標準 SQL を使用

してクエリを実行できます。Amazon QuickSight のようなビジネスインテリジェンスツールを

使用して、データの可視化、調査、分析を行うことができます。 

運用メトリクスのベースラインを設定する: 運用アクティビティのパフォーマンスを比較し、

過不足を特定する基準となる期待値として、メトリクスに対する基準値を設定します。 

運用の予想されるアクティビティパターンを学ぶ: 運用アクティビティのパターンを確立して

異常なアクティビティを識別し、必要に応じて適切に対応できるようにします。 

ワークロードの結果にリスクがある場合にアラートを出す: ワークロードの結果にリスクがあ

る場合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。 

理想的には、警告の対象となるメトリクス、または自動応答をトリガーするために使用できる

イベントを前もって指定しておきます。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Sending-Logs-Directly-To-S3.html
https://aws.amazon.com/s3/
https://aws.amazon.com/glue/
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/populate-data-catalog.html
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
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CloudWatch Logs Insights を使用して、専用のクエリ言語によりログデータをインタラクティ

ブに検索および分析することもできます。CloudWatch Logs Insights は、AWS サービスと、

JSON のカスタムログイベントからのログのフィールドを自動的に検出します。ログボリュー

ムとクエリの複雑さに応じてスケールし、数秒で回答が得られるため、インシデントの原因と

なる要因の検索に役立ちます。 

運用の異常が検出された場合にアラートを出す: 運用の異常が検出された場合、必要に応じて

適切な対応ができるよう、警告を発生させます。 

時間の経過に伴う運用メトリクスの分析により、イベントを定義したり、応答として警告を発

出するのに十分な量化できる動作パターンが確立される場合があります。 

トレーニングが完了すると、CloudWatch Anomaly Detection 機能を使用して、検出された異

常を警告したり、メトリクスデータのグラフに重ねて予想値を渡して継続的な比較を行うこと

ができます。 

KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する: 運用に対するビジネスレベルの視点を確

立すると、ニーズを満足しているかどうかを判断したり、ビジネス目標を達成するために改善

が必要な領域を特定したりできます。KPI とメトリクスの有効性を検証し、必要に応じて修正

します。 

また、AWS は、AWS のサービス API や SDK を介してサードパーティーのログ分析システム 

(Grafana、Kibana、Logstash など) やビジネスインテリジェンスツールもサポートしています。 

リソース 

運用状態の把握に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを参

照してください。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/AnalyzingLogData.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CWL_AnalyzeLogData-discoverable-fields.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Anomaly_Detection.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Create_Anomaly_Detection_Alarm.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/graph_a_metric.html#create-metric-graph
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動画 

 AWS re:Invent 2015: Log, Monitor, and Analyze your IT with Amazon CloudWatch 

(DVO315) 

 AWS re:Invent 2016: Amazon CloudWatch Logs and AWS Lambda: A Match Made in 

Heaven (DEV301) 

ドキュメント 

 Store and Monitor OS & Application Log Files with Amazon CloudWatch 

 Amazon CloudWatch ダッシュボードに対する API および CloudFormation のサポート 

 AWS Answers: 集中ログ記録 

イベントへの対応 

運用イベントについては、計画 (販売促進、デプロイメント、障害テストなど) と計画外 (稼働

率の急増やコンポーネントの障害など) の両方を予測する必要があります。既存のランブッ

クとプレイブックを使用して、アラートに対応するときに一貫した結果を提供する必要があり

ます。定義されたアラートは、応答とエスカレーションに責任を負う役割またはチームが所有

する必要があります。また、システムコンポーネントのビジネスへの影響を把握し、必要に応

じてこれを活用して作業の的を絞ることもできます。イベントの後に根本原因の分析 (RCA) を

実行し、失敗の再発を防止したり、回避策を文書化したりする必要があります。 

AWS は、ワークロードと運用のすべての側面をコードとしてサポートするツールを提供する

ことで、イベント対応を簡素化します。これらのツールを使用すると、運用イベントへの対

応をスクリプト化し、モニタリングデータに対応して実行をトリガーできます。 

AWS では、障害が発生したコンポーネントを修復しようとするよりも、既知の正常なバージョ

ンに置き換えることで、復旧時間を短縮できます。その後、障害が発生したリソースの分析を

実行できます。 

https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=ZaOR-ybLJF0&t=1232s
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xaFaVeoA9V8
https://aws.amazon.com/blogs/aws/cloudwatch-log-service/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-api-cloudformation-support-for-amazon-cloudwatch-dashboards/
https://aws.amazon.com/answers/logging/centralized-logging/
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イベント、インシデント、問題に対する管理プロセスを使用する: イベント、介入の必要なイ

ベント (インシデント)、介入が必要であり、かつ再度発生するまたは現時点で解決できないイ

ベント (問題) が見つかったときに対応するためのプロセスを用意しておきます。これらのプロ

セスを利用することで、適切な時点に適切な対応を取ることが可能になり、イベントがビジネ

スや顧客に与える影響を緩和できます。 

AWS では、AWS Systems Manager OpsCenter を中央の場所として使用して、あらゆる AWS 

リソースに関連する運用上の問題を表示、調査、解決できます。運用上の問題を集計し、イン

シデント対応に役立つコンテキスト関連データを提供します。 

アラートごとのプロセスを使用する: アラートを発生させるイベントすべてに対して具体的な

対応策 (ランブックやプレイブック) を定め、所有者を明確に指定しておくようにします。こう

することで、運用上のイベントに対する効果的で迅速な対応が可能になり、アクションの必要

なイベントが重要度の低い通知に埋もれてしまうことを避けられます。 

ビジネスへの影響に基づき、運用上のイベントを優先する: 介入を必要とする複数のイベント

が発生したときに、ビジネスにとって最重要なものから対応できるようにしておきます。影

響の例として、死亡や傷害、経済的損失、評判や信用の低下などがあります。 

エスカレーションパスを定義する: ランブックとプレイブックで、エスカレーションをトリ

ガーするものとエスカレーションの手順を含むエスカレーション経路を決定します。特に、各

アクションの所有者を特定し、運用イベントに効果的かつすばやく対応できるようにします。 

アクションを行う前に、人間の判断が必要な時を特定します。意思決定者と協力して、その決

定を事前に行い、その行動を事前に承認してもらうことで、MTTR が回答を待っている間に延

長されないようにします。 

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/OpsCenter.html
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プッシュ通知を有効にする: ユーザーの使用するサービスに影響が生じる場合や、通常運用状

態に復帰する場合に、ユーザーと直接通信し (E メールや SMS など)、ユーザーが適切な対応ア

クションを起こせるようにします。 

ダッシュボードで状態を知らせる: 対象となる利用者 (内部技術チーム、指導部、顧客など) に

合わせたダッシュボードを用意して、現在の業務の運用状況と、相手が関心を持つメトリク

スを知らせます。 

CloudWatch コンソールのカスタマイズ可能なホームページで Amazon CloudWatch ダッシュ

ボードを使用してダッシュボードを作成できます。Amazon QuickSight のようなビジネスイン

テリジェンスサービスを使用すると、ワークロードと運用状態 (注文率、接続ユーザー、トラ

ンザクション時間など) のインタラクティブなダッシュボードを作成して公開できます。メト

リクスのシステムレベルとビジネスレベルのビューを表示するダッシュボードを作成します。 

イベントへの対応を自動化する: イベントへの対応を自動化し、手動プロセスによって発生す

るエラーを減らして、迅速かつ一貫した対応を実現します。 

AWS でランブックやプレイブックのアクションの実行を自動化する方法は複数あります。

AWS リソースの状態変更や独自のカスタムイベントからのイベントに対応するには、

CloudWatch のターゲット (Lambda 関数、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 

トピック、Amazon EC2 タスク、AWS Systems Manager Automation など) を使用して応答を

トリガーする CloudWatch イベントルールを作成する必要があります。 

リソースのしきい値を超えるメトリクス (待機時間など) に応答するには、Amazon EC2 アク

ション、Auto Scaling アクションを使用して 1 つ以上のアクションを実行する CloudWatch ア

ラームを作成するか、Amazon SNS トピックに通知を送信する必要があります。アラームに応

答してカスタムアクションを実行する必要がある場合は、Amazon SNS 通知を通じて 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Dashboards.html
https://aws.amazon.com/quicksight/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/OperationList-query-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/OperationList-query-ec2.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/APIReference/API_Operations_List.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/AlarmThatSendsEmail.html
https://aws.amazon.com/sns/
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Lambda を呼び出します。Amazon SNS を使用して、イベント通知とエスカレーションメッ

セージを発行し、人々に情報を提供します。 

また、AWS は、AWS のサービス API と SDK を通じてサードパーティーシステムもサポートし

ています。APN パートナーやサードパーティーは、監視、通知、応答を可能にする監視ツー

ルを多数提供しています。これらのツールには、New Relic、Splunk、Loggly、SumoLogic、

Datadog などがあります。 

自動化された手順が失敗した場合に、手動でも重要な手順を実施できるようにしておく必要が

あります。 

リソース 

イベントへの対応に関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを

参照してください。 

動画 

 AWS re:Invent 2016: Automating Security Event Response, from Idea to Code to 

Execution (SEC313) 

ドキュメント 

 Amazon CloudWatch Events とは? 

 How to Automatically Tag Amazon EC2 Resources in Response to API Events 

 Amazon EC2 Systems Manager Automation is now an Amazon CloudWatch Events Target 

 EC2 Run Command is Now a CloudWatch Events Target 

 Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using EC2 

Systems Manager Automation and AWS Health 

 High-Resolution Custom Metrics and Alarms for Amazon CloudWatch 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
https://www.youtube.com/watch?v=x4GkAGe65vE
http://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/events/WhatIsCloudWatchEvents.html
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-automatically-tag-amazon-ec2-resources-in-response-to-api-events/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/amazon-ec2-systems-manager-automation-is-now-a-amazon-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/ec2-run-command-is-now-a-cloudwatch-events-target/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/mt/automate-remediation-actions-for-amazon-ec2-notifications-and-beyond-using-ec2-systems-manager-automation-and-aws-health/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/amazon-cloud-watch/
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進化 

進化とは、時間をかけて改善を繰り返す連続的なサイクルです。運用アクティビティから学ん

だ教訓に基づいて、頻繁に生じる小さな増分変更を実装し、改善をもたらした場合の成功を評

価します。 

時間の経過とともに運用を進化させるには、以下を実行する必要があります。 

 学習、共有、改善 

学習、共有、改善 

定期的に運用活動の分析、失敗の分析、実験、改善のための時間を用意することが不可欠です。

物事が失敗した場合、チームだけでなく、より大規模なエンジニアリングコミュニティがそれ

らの失敗から確実に学ぶ必要があります。失敗を分析することで、そこから得られた教訓を特

定し、改善を計画する必要があります。学んだ教訓を定期的に他のチームと共に見直し、イン

サイトを検証する必要があります。 

継続的改善のプロセスを用意する: 最も大きな利益をもたらす取り組みに集中できるように、

改善の機会を定期的に評価し、優先順位を設定します。 

インシデント後の分析を実行する: 顧客に影響を与えるイベントを確認し、寄与する原因と予

防措置項目を特定します。この情報を使用して、繰り返しを制限または回避するための緩和

策を開発します。迅速で効果的な対応のための手順を開発します。対象者に合わせて調整され

た、寄与因子と是正措置を必要に応じて伝えます。 

フィードバックループを実装する: 手順とワークロードにフィードバックループを組み込む

ことで、改善を必要としている問題や領域を特定できます。 
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知識管理を実施する: チームメンバーが、探している情報をタイムリーに入手し、アクセスし

て、最新かつ完全であることを識別するためのメカニズムが存在します。必要なコンテンツ、

更新が必要なコンテンツ、および参照されないようにアーカイブする必要があるコンテンツを

特定するためのメカニズムもあります。 

改善の推進要因を定義する: 機会を評価して優先順位を設定できるよう、改善の推進要因を特

定します。 

AWS では、すべての運用活動、ワークロード、インフラストラクチャのログを集約して詳細な

活動履歴を作成できます。そして、AWS ツールを使用して、時間をかけて運用とワークロー

ドの状態を分析し (トレンドを特定し、イベントや活動を結果と相関させ、環境とシステムを

比較および対比するなど)、推進要因に応じて改善の機会を見つけることができます。 

CloudTrail を使用して、API アクティビティを追跡し (AWS マネジメントコンソール、CLI、

SDK、API を介して)、アカウント全体の状況を把握する必要があります。CloudTrail と 

CloudWatch を使用して、AWS 開発者ツールのデプロイメント活動を追跡します。これにより、

デプロイメントの詳細な活動履歴とその結果が CloudWatch Logs のログデータに追加されます。 

長期保存のために、ログデータを Amazon S3 にエクスポートします。AWS Glue を使用して、 

分析のために Amazon S3 のログデータを検出して準備します。Amazon Athena を Glue とネ

イティブに統合して、ログデータを分析します。Amazon QuickSight などのビジネスインテリ

ジェンスツールを使用して、データの可視化、調査、分析を行います。 

インサイトを検証する: 分析結果や対応について、横断的な役割を持つチームやビジネスオー

ナーと確認します。これらのレビューに基づいて共通の理解を確立し、追加的な影響を特定す

るとともに、一連のアクションを決定します。必要に応じて対応を調整してください。 

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/S3Export.html
https://aws.amazon.com/glue/
https://aws.amazon.com/athena/
https://aws.amazon.com/quicksight/
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運用メトリクスのレビューを実行する: 経営陣を含む、ビジネスのさまざまな分野のチームメ

ンバー間で、インシデントと運用メトリクスの遡及分析を定期的に実施します。これらのレ

ビューに基づいて、改善の機会と取り得る一連のアクションを特定するとともに、教訓を共有

します。 

すべての環境 (開発、テスト、生産など) で改善する機会を探します。 

教訓を文書化して共有する: 運用アクティビティの実行から学習した教訓を文書化して共有し、

社内とチーム全体で共有できるようにします。 

チームが学んだことを共有して、組織全体のメリットを増やす必要があります。情報とリソー

スを共有して、回避可能なエラーを防止し、開発作業を容易にする必要があります。これによ

り、必要とする機能の提供に集中できます。 

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、アカウント内またはアカウント間で

共有するリソースへのコントロールされたアクセスを可能にするアクセス許可を定義します。

そして、バージョン管理された AWS CodeCommit リポジトリを使用して、アプリケーション

ライブラリ、スクリプト化された手順、手順のドキュメント、その他のシステムドキュメン

トを共有する必要があります。AMI へのアクセスを共有し、Lambda 関数の使用をアカウント

間で許可することで、コンピューティング標準を共有します。また、インフラストラクチャ標

準を CloudFormation のテンプレートとして共有する必要もあります。 

AWS API と SDK を使用すると、外部ツールやサードパーティーのツールやリポジトリ (GitHub、

BitBucket、SourceForge など) を統合できます。 

学んだことや開発したことを共有するときは、共有リポジトリの完全性を保証するためにアク

セス許可を構造化することに注意してください。 
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改善を行うための時間を割り当てる: 漸進的な継続的改善を可能にする時間とリソースをプロ

セス内に設けます。 

AWS では、一時的に重複する環境を作成することで、実験やテストのリスク、労力、コストを

削減できます。こうした重複する環境を使用して、分析、実験からの結論をテストし、計画し

た改善を開発してテストできます。 

リソース 

経験から学ぶことに関する AWS のベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを

参照してください。 

ドキュメント 

 Amazon VPC フローログのクエリ 

 Amazon CloudWatch ツールを使用したデプロイのモニタリング 

 Analyzing VPC Flow Logs with Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Athena, and 

Amazon QuickSight 

 AWS CodeCommit リポジトリの共有 

 リソースベースのポリシーを使用して、Lambda のリソースを使用するためのアクセス

許可を他のアカウントや AWS のサービスに付与する 

 特定の AWS アカウントと AMI を共有する 

 Amazon SNS での AWS Lambda の使用 

https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/vpc-flow-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/monitoring-cloudwatch.html
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyzing-vpc-flow-logs-with-amazon-kinesis-firehose-amazon-athena-and-amazon-quicksight/
http://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/how-to-share-repository.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/sharingamis-explicit.html
http://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
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まとめ 

運用上の優秀性は、継続的かつ反復的な取り組みです。 

目標を共有することで、組織の成功を設定します。ビジネスの成果を達成する上での役割と、

他者が成功する能力にどのような影響を与えるかを全員に理解してもらいます。チームメン

バーがビジネスの成果をサポートできるように、チームメンバーにサポートを提供します。 

すべての運用イベントや失敗は、アーキテクチャの運用を改善する機会として扱う必要があり

ます。ワークロードのニーズを理解し、日常的な活動のためのランブックを事前定義し、問題

解決の指針となるプレイブックを作成して、AWS のコード機能として運用を使用し、状況認

識を維持することで、インシデントが発生しても、運用の準備ができ、より効率的にていて応

答できるようになります。 

変化に応じた優先順位に基づいたインクリメンタルな改善に焦点を当て、イベント対応や回顧分

析から得た教訓をもとに、活動の効率化と効果を⾼めることで、ビジネスの成功を可能にします。 

AWS は、⾼い応答性と適応性があるデプロイメントを構築しながら、効率を最大化するアーキ

テクチャの構築と運用を支援し続けます。ワークロードの運用上の優秀性を⾼めるには、この

ホワイトペーパーで説明したベストプラクティスを使用する必要があります。 

寄稿者 

 Brian Carlson、オペレーションリーダー、優れた設計、アマゾン ウェブ サービス 

 Jon Steele、シニアテクニカルアカウントマネージャー、アマゾン ウェブ サービス 

 Ryan King、テクニカルプログラムマネージャー、アマゾン ウェブ サービス 

 Philip Fitzsimons、シニアマネージャー Well-Architected 担当、アマゾン ウェブ サービス 
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その他の資料 

追加のサポートについては、以下の資料を参照してください。 

 AWS Well-Architected フレームワーク 

改訂履歴 

日付 説明 

2020 年 4 月 新しい AWS のサービスと機能、最新のベストプラクティスを反

映する更新。 

2018 年 7 月 新しい AWS のサービスと機能、最新の参照を反映する更新。 

2017 年 11 月 初版発行 

 

 

https://aws.amazon.com/well-architected



