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要約
このホワイトペーパーでは、アマゾン ウェブ サービス (AWS) Well-Architected フレームワー
クのパフォーマンス効率の柱焦点をあてます。本書は、お客様が AWS 環境の設計、デリバリ
ー、およびメンテナンスを行う際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。
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パフォーマンス効率の柱は、本番環境を管理するためのベストプラクティスを取り扱っていま
す。本書では、継続的なインテグレーションまたはデリバリーなど、本番以外の環境における
プロセスの設計と管理については説明しません。
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アマゾン ウェブ サービス

パフォーマンス効率の柱

はじめに
AWS Well-Architected フレームワークは、お客様が AWS でワークロードを構築する際の各選
択技のメリットとデメリットを理解するために役立ちます。フレームワークに従うことで、ク
ラウド上でのワークロードを信頼性高く、セキュアでコスト効率の高いアーキテクチャとする
ためのベストプラクティスを学ぶことができます。フレームワークは、アーキテクチャをベス
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トプラクティスに照らし合わせて一貫的に測定し、改善すべき点を特定する手段を提供しま

す。ワークロードを優れたアーキテクチャにすることで、ビジネスが成功する可能性を大幅に
高められると私たちは確信しています。
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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





c
r
A
信頼性

パフォーマンス効率
コスト最適化

ホワイトペーパーでは、パフォーマンス効率の柱の原則をお客様のワークロードに適用する方
法について説明します。従来のオンプレミス環境で、持続する優れたパフォーマンスを達成す
ることは容易ではありません。本書で説明する原則は、長期にわたって持続的なパフォーマン
スを効率的に提供するアーキテクチャを AWS で構築するために役立ちます。
本書は、最高技術責任者 (CTO)、アーキテクト、開発者、および運用チームメンバーなどの技
術担当者を対象としており、お読みいただくことで、高性能のクラウドアーキテクチャを設計
する際に用いる AWS のベストプラクティスと戦略を理解できるようになります。本書には、
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実装の詳細やアーキテクチャパターンの説明はありませんが、適切なリソースへの参照情報を
記載しています。

パフォーマンス効率
パフォーマンス効率の柱では、要件を満たすためのコンピューティングリソースの効率的な使
用、および需要の変化と技術の進化に合わせて効率性を維持する方法に焦点を当てます。
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設計原則
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以下の設計原則は、クラウド内で効率的なワークロードを実現し、維持するために役立
ちます。


高度なテクノロジーを誰でも使えるようにする: 複雑なタスクをクラウドベンダーに委託す

ることによって、チームがより簡単に高度なテクノロジーを実装できるようにします。IT チ
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ームに新しいテクノロジーのホスティングと実行について学んでもらうのではなく、テクノ
ロジーをサービスとして消費することを検討してください。たとえば、NoSQL データベー

ス、メディアトランスコーディング、および機械学習などは、いずれも特化された専門知識
を必要とするテクノロジーです。クラウドでは、これらのテクノロジーがチームによる消費
が可能なサービスとなり、チームはリソースのプロビジョニングと管理ではなく、製品の開
発に集中できるようになります。



数分でグローバルに展開する: 世界各地にある複数の AWS リージョンでのワークロードの

デプロイメントは、最小限のコストで、お客様により低いレイテンシーとより良いエクスペ
リエンスを提供することを可能にします。
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サーバーレスアーキテクチャを使用する: サーバーレスアーキテクチャは、従来のような計



算資源のために物理的なサーバーを実行して維持する必要性を取り除きます。たとえば、サ
ーバーレスストレージサービスは静的ウェブサイトとして機能させることができ (ウェブサ
ーバーが不要になる)、イベントサービスはコードをホストできます。これによって物理サ
ーバーを管理する運用上の負担が取り除かれます。また、マネージドサービスはクラウド規
模で運用されることから、トランザクションコストも削減することができます。
より頻繁に実験する: 仮想および自動化可能なリソースを使用して、異なるタイプのインス
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タンス、ストレージ、および設定による比較テストを迅速に実行できます。

メカニカルシンパシーを考慮する: 目的に最適な技術的アプローチを使用してください。た
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とえば、データベース、またはストレージのアプローチを選択するときは、データアクセス
パターンを考慮します。

定義
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クラウドでパフォーマンス効率性を実現するには、以下の領域に焦点を合わせます。





選択

レビュー

モニタリング

トレードオフ

データ主導のアプローチを取って、高パフォーマンスアーキテクチャを構築します。高レベルの設
計からリソースタイプの選択と設定まで、アーキテクチャのすべての側面におけるデータを収集し
ます。

選択した内容を定期的に見直して、進化し続ける AWS クラウドの機能を十分に活かしていること
を確認します。モニタリングすることで、期待されるパフォーマンスからの逸脱を確実に把握でき
るようにします。さらに、パフォーマンスを向上させるために、圧縮やキャッシングの使用、また
は整合性要件の緩和などのアーキテクチャ面でのトレードオフを行います。
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選択
システムにとっての最適なソリューションは、お客様のワークロードの種類に応じて異なり、多く
の場合、複数のアプローチを組み合わせて使用します。優れた設計のワークロードは、複数のソリ
ューションを使用することで様々な機能を活用しパフォーマンスの改善をします。
AWS のリソースはあらゆるタイプと設定で利用できるため、お客様のニーズを満たす、最も近いア
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プローチを見つけることが簡単です。また、オンプレミスのインフラストラクチャでは実現が難し

いオプションも見つけることができます。たとえば、Amazon DynamoDB などのマネージドサービ

スは、どのような規模でもレイテンシーが 10 ミリ秒未満の完全マネージド型 NoSQL データベース
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サービスを提供します。

パフォーマンスアーキテクチャの選択

多くの場合、ワークロード全体で最適なパフォーマンスを得るには、複数のアプローチが必要にな
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ります。優れた設計のシステムでは、パフォーマンスを向上させるために複数のソリューションが
使用され、異なる機能が有効化されています。

データ主導のアプローチを用いて、アーキテクチャのパターンと実装を選択し、コスト効率性に優
れたソリューションを実現してください。AWS ソリューションアーキテクト、AWS リファレンス
アーキテクチャ、および AWS パートナーネットワーク (APN) のパートナーは、業界知識に基づい
たアーキテクチャを選択する支援を行うことができますが、アーキテクチャを最適化するには、ベ
ンチマークまたは負荷テストを通じて得られたデータが必要になります。
アーキテクチャには、多数のアーキテクチャアプローチ (イベント駆動型、ETL、またはパイプライ
ンなど) を組み合わせることになると思われます。アーキテクチャの実装には、アーキテクチャの
パフォーマンスの最適化に固有の AWS のサービスが使用されます。以下のセクションでは、考慮
すべき 4 つの主なリソースタイプ、つまりコンピューティング、ストレージ、データベース、およ
びネットワークについて説明します。
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利用可能なサービスとリソースを理解する: クラウドで利用できる幅広いサービスとリソースについ
て学び、理解します。お客様のワークロードに関連するサービスや設定の選択肢を認識した上で、
最適なパフォーマンスを実現する方法を理解してください。
既存のワークロードを評価している場合は、既存のワークロードを評価している場合は、それらに
よって消費される様々なサービスとリソースの一覧を作成する必要があります。この一覧は、どの
コンポーネントをマネージドサービス、および新しいテクノロジーに置き換えることができるかを
評価するために役立ちます。
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アーキテクチャを選択するプロセスを定義する: クラウドに関する社内の経験と知識を活かしなが

ら、外部に公開されたユースケース、関連ドキュメント、もしくはホワイトペーパーなどを使って
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リソースとサービスを選択するプロセスを定義します。お客様のワークロードで利用できるサービ
スについて、実験とベンチーマークを促すプロセスを定義するようにしてください。

アーキテクチャにとって重要なユーザーストーリーを作成するときは、重要なストーリーのそれぞ
れをどれだけ迅速に実施するべきかを指定するなどのパフォーマンス要件を含める必要がありま
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す。これらの重要なストーリーには、要件に対してこれらのストーリーがどのように実行されるか
についての可視性を確保するために、スクリプト化されたユーザージャーニーを追加で実装するよ
うにしてください。

コスト要件を意思決定に反映する: 多くの場合、ワークロードには運用のためのコスト要件がありま
す。社内のコスト管理を使用し、予測されたリソースニーズに基づいて、リソースのタイプとサイ
ズを選択してください。

ワークロードの各要素がマネージドデータベース、インメモリキャッシュ、およびその他サービス
などの完全マネージド型サービスに置き換えることができるかを判断します。自社で運用すべきワ
ークロードを削減することによって、リソースをビジネス成果に集中させることが可能になりま
す。

コスト要件のベストプラクティスについては、『コスト最適化の柱』ホワイトペーパー』の「費用
対効果の高いリソース」セクションを参照してください。

5

アマゾン ウェブ サービス

パフォーマンス効率の柱

ポリシーまたはリファレンスアーキテクチャを使用する: パフォーマンスと効率の最大化を実現する
ため、内部ポリシーと既存リファレンスアーキテクチャの評価を利用し、お客様のワークロードに
必要なサービスや設定の分析を行います。
クラウドプロバイダー、または適切なパートナーからのガイダンスを利用する: 判断の指針とするた
めに、ソリューションアーキテクト、プロフェッショナルサービス、または適切なパートナーなど
のクラウド企業のリソースを利用します。それらのリソースはお客様のアーキテクチャにおける最
適なパフォーマンスを実現するためのレビューとか改善に役立ちます。
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追加のガイダンス、または製品情報が必要な場合は、AWS までお問い合わせください。AWS ソリ
ューションアーキテクトと AWS プロフェッショナルサービスは、ソリューションを実装するため
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のガイダンスを提供します。APN パートナーは、ビジネスの俊敏性とイノベーションを解き放つた
めに役立つ AWS の専門知識を提供します。

既存ワークロードのベンチマークを実施する: 既存ワークロードのパフォーマンスについてベンチマ
ークを実施し、ワークロードがクラウドでどのように機能するかを理解します。ベンチマークから
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収集されたデータを使用して、アーキテクチャ面での判断を導き出します。

総合テストでベンチマークを使用して、ワークロードの各コンポーネントがどのように機能するか
に関するデータを生成します。ベンチマークは概して負荷テストよりも迅速にセットアップでき、
特定のコンポーネントに対するテクノロジーを評価するために使用されます。ベンチマークは、ま
だ負荷テストができるほどソリューションが完成していないプロジェクトの初期段階によく使用さ
れます。

独自のカスタムベンチマークテストを構築、または TPC-DS などの業界標準テストを使用して、デ
ータウェアハウジングワークロードのベンチマークを実施することができます。業界ベンチマーク
は、環境を比較する場合に有用です。カスタムベンチマークは、アーキテクチャで実行する予定の
特定タイプの操作を対象とする場合に便利です。
ベンチマークを実施するときは、有効な結果が得られることを確実にするためにテスト環境の事前
暖気を行うことが重要です。同じベンチマークを複数回実行して、時系列での変動をとらえておく
ようにしてください。
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ベンチマークは概して負荷テストよりも速く実行されるため、デプロイパイプラインの早い時期に
使用でき、パフォーマンスの逸脱に関するフィードバックもより迅速に提供されます。ベンチマー
クは、コンポーネント、またはサービスにおける大幅な変更を評価する場合に、その変更を行う労
力を正当化できるかどうかを見極める近道となり得ます。負荷テストでは、ワークロードが本番環
境でどのように機能するかに関する情報が得られることから、ベンチマークは負荷テストと併せて
使用することが重要です。
ワークロードの負荷テストを行う: 異なるリソースタイプとサイズを使用して、最新のワークロード
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アーキテクチャをクラウドにデプロイします。デプロイメントをモニタリングして、ボトルネッ

ク、または過剰なキャパシティーを特定するパフォーマンスメトリックスを把握してください。こ
のパフォーマンス情報を使用して、お客様のアーキテクチャとリソースの選択を改善します。
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負荷テストは実際のワークロードを使用するため、ソリューションが本番環境でどのように機能す
るかを確認できます。負荷テストは、本番データから生成し、サニタイズされたバージョン (機密

情報または個人特定情報を取り除く) を使って実行する必要があります。大規模にアーキテクチャ
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全体に対して負荷をかけるため、ユーザーのサービス利用方法をリプレイする、もしくはプログラ
ムによって再現できるようにします。デリバリーパイプラインの一環として負荷テストを自動的に

実行し、その結果を事前定義された KPI およびしきい値と比較します。こうすることで、必要とさ
れるパフォーマンスの継続的な達成が保証されます。

Amazon CloudWatch では、アーキテクチャ内のリソース全体のメトリクスを収集できます。ま
た、カスタムメトリクスを収集および発行して、ビジネスメトリクスまたは導出メトリクスを表面
化することも可能です。CloudWatch を使用して、しきい値を超えたことを示し、テストが期待さ
れたパフォーマンスの範囲外であることを知らせるアラームを設定します。
AWS サービスを使用することで、本番規模の環境を実行してアーキテクチャを厳密にテストするこ
とができます。料金はテスト環境が必要となる場合にのみ発生することから、オンプレミス環境を
使用する場合に比べてわずかなコストで本格的なテストを実施できます。ワークロードがどこでス
ケールリングに失敗するか、または非線形にスケールするかを確認するためのテストには、AWS ク
ラウドを活用してください。Amazon EC2 スポットインスタンスを使用して、低コストで負荷を生
成し、ボトルネックを本番で発生する前に検出することができます。
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負荷テストの実行に相当な時間がかかる場合は、テスト環境を複製して使用することでテストを並
列化します。コストはほとんど変わりませんが、テスト時間が短縮されます。(1 個の EC2 インスタ
ンスの 100 時間の実行と、100 個のインスタンスの 1 時間の実行にかかるコストは同じです。) ま
た、スポットインスタンスの利用に加えて、および本番用に使用するリージョンよりもコストが低
いリージョンを選択することで、負荷テストのコストを削減することもできます。
負荷テストのクライアントの場所は、エンドユーザーの地理的分布を反映させるようにしてくださ
い。
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リソース
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h

負荷テストに関する 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


Introducing The Amazon Builders’ Library (DOP328)
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ドキュメント









AWS アーキテクチャセンター

Amazon S3 パフォーマンスの最適化

Amazon EBS ボリュームのパフォーマンス
AWS CodeDeploy

AWS CloudFormation

CloudFront の負荷テスト

AWS CloudWatch ダッシュボード
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コンピューティングアーキテクチャの選択
}特定のワークロードに対する最適なコンピューティングの選択は、アプリケーションの設計、利用
パターン、および構成設定に応じて異なります。アーキテクチャでは、各種コンポーネントに異な
るコンピューティングを使用し、異なる機能を有効化してパフォーマンスを向上させている場合が
あります。アーキテクチャに誤ったコンピューティングを選択することは、パフォーマンス効率の
低下につながる可能性があります。

d
e

利用可能なコンピューティングの選択肢を評価する: 利用可能なコンピューティング関連のオプショ
ンのパフォーマンス特性を理解します。インスタンス、コンテナ、および関数の仕組みと、それら
がワークロードにもたらすメリットとデメリットを認識してください。

v
i
h

AWS では、インスタンス、コンテナ、および関数という 3 つの形態でコンピューティングを利用で
きます。

c
r
A

インスタンス

インスタンスは仮想化されたサーバーで、マネージドコンソールまたは API を使って機能を変更す
ることができます。クラウドではリソースを柔軟に選択できることから、異なるサーバータイプで

実験することができます。AWS では、これらの仮想サーバーにさまざまなファミリーおよびサイズ
があり、ソリッドステートドライブ (SSD) およびグラフィック処理ユニット (GPU) などの多種多様
な機能を提供します。

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 仮想サーバーインスタンスには異なるファミリーと
サイズがあり、ソリッドステートドライブ (SSD) およびグラフィック処理ユニット (GPU) などの多
種多様な機能を提供します。EC2 インスタンスを起動する場合、指定するインスタンスタイプによ
って、インスタンスに使用するホストコンピューターのハードウェアが決まります。インスタンス
タイプごとに、コンピューティング、メモリ、ストレージの機能が異なります。インスタンスタイ
プは、これらの機能に基づいてインスタンスファミリーに分類されています。
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データを使用してワークロードに最適な EC2 インスタンスタイプを選択し、適切なネットワーキン
グオプションとストレージオプションがあることを確認して、ワークロードのパフォーマンスを向
上できるオペレーティングシステム設定を検討してください。

コンテナ
コンテナはオペレーティングシステムを仮想化する手法であり、リソースが分離されているプロセ
スでアプリケーションとその依存関係を実行することが可能です。

d
e

AWS でコンテナを実行するときは、2 つの選択肢があります。まず、サーバーを管理するかどうか
を選択します。AWS Fargate はコンテナ用のサーバーレスコンピューティングです。または、コン

v
i
h

ピューティング環境のインストール、設定、および管理を制御する必要がある場合は、Amazon
EC2 を使用できます。次に、使用するコンテナオーケストレータを Amazon Elastic Container
Service (ECS) または Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) から選択します。

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は完全マネージド型のコンテナオーケストレーシ

c
r
A

ョンサービスで、サーバーレスインスタンスである AWS Fargate または EC2 インスタンスを使用

してクラスターを構成し、コンテナを自動的に実行および管理できるようにします。Amazon ECS
は、Amazon Route 53、Secrets Manager、AWS Identity and Access Management (IAM)、および
Amazon CloudWatch などの他のサービスとネイティブに統合できます。

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) は、完全マネージド型の Kubernetes サービスで
す。AWS Fargate を使って EKS クラスターを実行することもできるため、サーバーのプロビジョニ
ングと管理が不要になります。EKS は、Amazon CloudWatch、Auto Scaling グループ、AWS
Identity and Access Management (IAM)、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) などのサービスと緊
密に統合されています。

コンテナを使用するときは、EC2 または AWS Fargate インスタンスのタイプの選択にデータを使用
するのと同様に、データを使用してワークロードに最適なタイプを選択する必要があります。メモ
リ、CPU、テナンシー設定などのコンテナ設定オプションを検討します。コンテナサービス間のネ
ットワークアクセスを有効にするには、サービス間の通信方法を標準化する AWS App Mesh などの
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サービスメッシュの使用を検討してください。サービスメッシュはエンドツーエンドの可視性を提
供し、アプリケーションの高可用性を確保します。

関数
関数では、実行するコードに基づいて実行環境が抽象化されます。例えば、AWS Lambda はインス
タンスを実行せずにコードを実行できるようにします。

d
e

AWS Lambda を使うことで、あらゆるタイプのアプリケーションまたはバックエンドサービスのコ

ードを実行でき、管理は一切不要になります。コードをアップロードするだけで、AWS Lambda が
そのコードの実行とスケーリングに必要となるものすべてを管理します。コードは AWS の他のサ

v
i
h

ービスから自動的にトリガーする、直接呼び出す、または Amazon API Gateway から使用すること
ができます。

Amazon API Gateway は、規模に関わらず、開発者が API を簡単に作成、発行、保守、モニタリン
グ、およびセキュア化できる完全マネージド型サービスです。Lambda 関数への「表玄関」として

c
r
A

機能する API を作成できます。API Gateway は、トラフィック管理、承認とアクセスコントロー

ル、モニタリング、および API バージョン管理など、最大数十万個もの同時 API コールの受け入れ
と処理に関与するすべてのタスクを処理します。

AWS Lambda で最適なパフォーマンスを実現するために、関数で使用するメモリの量を選択してく
ださい。ユーザーにはそれに比例する CPU パワーおよびその他のリソースが割り当てられます。た
とえば、256 MB のメモリを選択すると、128 MB のメモリをリクエストする場合の約 2 倍の CPU
パワーが Lambda 関数に割り当てられます。各関数を実行できる時間も制御できます (最大 300
秒)。

利用可能なコンピューティング設定オプションを理解する: 各種オプションがどのようにワークロー
ドを補完するか、システムにどの設定オプションが最適かを理解してください。これらのオプショ
ンの例には、インスタンスのファミリー、サイズ、機能 (GPU、I/O)、関数サイズ、コンテナインス
タンス、シングルテナンシーとマルチテナンシーなどがあります。
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インスタンスのファミリーとタイプを選択するときは、ワークロードのニーズを満たすために利用
できる設定オプションも考慮する必要があります。


グラフィック処理ユニット (GPU) – GPU (GPGPU) を使った汎用コンピューティング機能を
使えば、開発プロセスにおいて GPU が提供するプラットフォーム (CUDA など) を活用する
ことで、高レベルの並列処理を活かしたアプリケーションの構築ができます。ワークロード
に 3D レンダリングまたはビデオ圧縮が必要な場合、GPU はハードウェアアクセラレーショ
ンによるコンピューティングとエンコーディングを有効にするため、アプリケーションの効

d
e

率が向上します。


フィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) – FPGA を使用すると、要件が最も厳しい

v
i
h

ワークロードに対してカスタムハードウェアアクセラレーションによる実行が可能になるた
め、ワークロードを最適化することができます。アルゴリズムは、サポートされる一般的な
プログラミング言語 (C もしくは Go など)、または Verilog もしくは VHDL などのハードウ
ェア指向の言語を活用して定義できます。


c
r
A

AWS Inferentia (Inf1) – Inf1 インスタンスは、機械学習推論アプリケーションをサポートす
るために構築されています。Inf1 インスタンスを使用すると、お客様は画像認識、音声認

識、自然言語処理、パーソナライゼーション、および不正行為検出といった大規模な機械学
習推論アプリケーションを実行できます。モデルは、TensorFlow、PyTorch、MXNet など
の一般的な機械学習フレームワークのいずれかで構築し、P3 または P3dn などの GPU イン

スタンスを使用してトレーニングできます。要件を満たすように機械学習モデルをトレーニ
ングしたら、AWS Neuron を使用して Inf1 インスタンスにモデルをデプロイできます。
AWS Neuron は、 Inferentia チップの機械学習推論パフォーマンスを最適化するコンパイラ
ー、ランタイム、プロファイリングツールで構成された専門的なソフトウェア開発キット
(SDK) です。

12

アマゾン ウェブ サービス
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バースト可能なインスタンスファミリー – バースト可能なインスタンスは、中レベルのベー
スラインパフォーマンスを提供し、ワークロードで必要となるときには大幅に高いパフォー
マンスにバーストする機能を提供するように設計されています。これらのインスタンスは、
フル CPU を頻繁または常時使用しないが、時折バーストが必要になるというワークロード
向けのもので、ウェブサーバー、開発者環境、および小規模データベースなどの汎用ワーク
ロードに最適です。これらのインスタンスは、インスタンスがパフォーマンスを向上させな
ければならないときに消費できる CPU クレジットを提供します。インスタンスがクレジッ

d
e

トを必要としない場合は、クレジットが蓄積されます。


高度なコンピューティング機能 – Amazon EC2 は、C-state および P-state レジスタの管

理、およびプロセッサのターボブーストの制御など、高度なコンピューティング機能へのア

v
i
h

クセスを提供します。コプロセッサへのアクセスは、AES-NI による暗号化操作のオフロー
ド、または AVX 拡張による高度なコンピューティングを可能にします。

AWS Nitro System は、専用ハードウェアと軽量ハイパーバイザーを組み合わせたもので、より迅速

c
r
A

なイノベーションと強化されたセキュリティを実現します。利用可能な場合は、AWS Nitro System
を活用してホストハードウェアのコンピューティングリソースとメモリリソースを最大限に消費で

きるようにします。さらに、専用の Nitro Card によって、高速ネットワーキング、高速 EBS、およ
び I/O アクセラレーションが可能になります。

コンピューティング関連のメトリクスを収集する: システムのパフォーマンスを理解する最良の方法
のひとつに、各種リソースの実際の使用状況の記録と追跡があります。このデータは、リソース要
件についてより正確な判断を行うために使用できます。
ワークロード (マイクロサービスアーキテクチャで実行されているワークロードなど) は、メトリク
ス、ログ、およびイベントという形で大量のデータを生成する場合があります。既存のモニタリン
グおよびオブザーバビリティサービスが、生成されたデータを管理できるかどうかを判断してくだ
さい。Amazon CloudWatch は、AWS 環境やオンプレミス環境に関わらず、すべての AWS のリソ
ース、アプリケーション、およびサービス全体からのデータを、単一のプラットフォームで収集
し、関連付けるために使用できることから、システム全体の可視性を確保して、問題をすばやく解
決することが可能になります。
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規模最適化によって必要な設定を判断する: ワークロードのさまざまなパフォーマンス特性と、これ
らの特性がメモリ、ネットワーク、および CPU の使用状況とどのように関連しているかを分析しま
す。このデータは、ワークロードのプロファイルに最適なリソースを選択するために使用します。
たとえば、メモリ集約型のワークロード (データベースなど) には r ファミリーのインスタンスが最
適ですが、バーストするワークロードでは、伸縮自在なコンテナシステムからより多くのメリット
を得ることができます。
利用可能なリソースの伸縮性を使用する: クラウドは、需要の変化に対応するためのさまざまなメカ

d
e

ニズムを通じて、リソースを動的に拡張または縮小する柔軟性を提供します。コンピューティング
関連のメトリクスと組み合わせることによって、ワークロードは変化に自動的に対応し、一連の最
適なリソースを利用して目標を達成できるようになります。

v
i
h

均衡の取れた需要と供給はワークロードコストを最小限に抑えますが、プロビジョニングの時間と
個々のリソース障害に対応するために十分な供給を計画する必要もあります。需要は固定的である

場合と変動する場合があるため、管理が負担になったり、不相応に多額なコストがかからないよう

c
r
A

にするためにも、メトリクスと自動化が必要になります。

AWS では、需要と供給の均衡を取るために多数の異なるアプローチを使用することができます。コ
スト最適化の柱のホワイトペーパーでは、コストに関して以下のアプローチを使用する方法が説明
されています。




需要ベースのアプローチ

バッファベースのアプローチ
時間ベースのアプローチ

ワークロードのデプロイメントで、確実にスケールアップおよびスケールダウンイベントを対処で
きるようにしてください。スケールダウンイベントのテストシナリオを作成して、ワークロードが
期待どおりに動作することを確認します。
メトリクスに基づいてコンピューティングニーズを再評価する: システムレベルのメトリクスを使用
して、ワークロードの経時的な動作と要件を特定します。利用可能なリソースとこれらの要件を比
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較することによってワークロードのニーズを評価し、ワークロードのプロファイルに最も良く一致
するようにコンピューティング環境を変更します。たとえば、時間がたつにつれて、システムが当
初の想定よりもメモリ集約型であることがわかる場合があります。このため、別のインスタンスフ
ァミリー、またはインスタンスサイズに移行することでパフォーマンスと効率性の両方が向上する
可能性があります。

リソース

d
e

コンピューティングに関する 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


v
i
h

Amazon EC2 foundations (CMP211-R2)



Powering next-gen Amazon EC2: Deep dive into the Nitro system



Deliver high performance ML inference with AWS Inferentia (CMP324-R1)




c
r
A

Optimize performance and cost for your AWS compute (CMP323-R1)

Better, faster, cheaper compute: Cost-optimizing Amazon EC2 (CMP202-R1)

ドキュメント






インスタンス:
o

インスタンスタイプ

o

EC2 インスタンスタイプのプロセッサのステート制御

EKS コンテナ: EKS ワーカーノード

ECS コンテナ: Amazon ECS コンテナインスタンス
関数: Lambda Function Configuration
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ストレージアーキテクチャの選択
特定のシステムに最適なストレージソリューションは、アクセス方法 (ブロック、ファイル、また
はオブジェクト)、アクセスパターン (ランダムまたはシーケンシャル)、必要なスループット、アク
セス頻度 (オンライン、オフライン、アーカイブ)、更新頻度 (WORM、動的)、および可用性と耐久
性に関する制約に応じて異なります。優れた設計のシステムでは、複数のストレージソリューショ
ンを使用し、さまざまな機能を有効にしてパフォーマンスを向上させます。

d
e

AWS では、ストレージが仮想化されおり、多数の異なるタイプのストレージを利用できます。これ
は、ユーザーのニーズとストレージ方法の一致を容易にし、オンプレミスのインフラストラクチャ
では実現が難しいストレージオプションを提供します。たとえば、Amazon S3 はイレブンナイン

v
i
h

(99.999999999%) の耐久性のために設計されています。磁気ハードディスクドライブ (HDD) の使

用から SSD への変更も可能で、仮想ドライブはひとつのインスタンスから別のインスタンスに数秒
間で簡単に移動できます。

c
r
A

パフォーマンスは、スループット、1 秒あたりの入出力操作 (IOPS)、およびレイテンシーを調べる

ことで測定できます。これらの測定値間の関係を理解することは、最も適切なストレージソリュー
ションを選択するうえで役立ちます。
ストレージ

サービス

ブロックスト Amazon EBS、
レージ

レイテンシー

最小、一貫的

スループ

共有

ット
単一

単一 EC2 インスタンスにマ
ウント、スナップショット

EC2 インスタ

経由のコピーによる共有

ンスストア

ファイルシス Amazon EFS、
テム

Amazon FSx

オブジェクト

Amazon S3

低、一貫的

複数

多数のクライアントで共有

低レイテンシー

ウェブ規

多数のクライアントで共有

模
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アーカイブ

Amazon S3
Glacier

パフォーマンス効率の柱

数分～数時間

高

共有不可

レイテンシーの観点から、データが 1 つのインスタンスからしかアクセスされない場合は Amazon
EBS などのブロックストレージを使用するようにしてください。Amazon EFS などの分散ファイル
システムでは通常、それぞれのファイル操作のレイテンシーオーバーヘッドが小さいことから、複
数のインスタンスがアクセスする必要がある場合に使用するようにします。

d
e

Amazon S3 には、レイテンシーを低減し、スループットを増加させる機能があります。異なる地理
的地域への低レイテンシーのデータアクセスを提供するには、クロスリージョンレプリケーション
(CRR) を使用できます。

v
i
h

スループットの観点から見ると、Amazon EFS は高度に並列化されたワークロード (複数のスレッド
および複数の EC2 インスタンスからの同時操作を使用するなど) をサポートすることから、高レベ

ルの総スループットと 1 秒あたりの操作が実現されます。Amazon EFS については、ベンチマーク

c
r
A

または負荷テストを使用して適切なパフォーマンスモードを選択します。

ストレージの特性と要件を理解する: オブジェクトストレージ、ブロックストレージ、ファイルスト
レージ、またはインスタンスストレージなど、ワークロードに最適なサービスを選択するために必
要なさまざまな特性 (共有可能、ファイルサイズ、キャッシュサイズ、アクセスパターン、レイテ
ンシー、スループット、およびデータの永続性など) を理解します。

予想されるワークロードの成長率を考慮し、それに対応するストレージソリューションを選択して
ください。 Amazon S3 および Amazon Elastic File System などのオブジェクトおよびファイルスト
レージソリューションではストレージが無制限で、Amazon EBS には事前に定義されたストレージ
サイズがあります。 伸縮自在なボリュームにより、ダウンタイムまたはパフォーマンスに影響をお
よぼすことなく容量の増加、パフォーマンスの調整、および新規または既存の現行世代のボリュー
ムタイプの変更を動的に実行することができますが、これには OS 側でのファイルシステムの変更
が必要です。
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利用可能な設定オプションを評価する: さまざまな特性と設定オプション、およびそれらがストレー
ジとどのように関連しているかを評価します。ワークロードのためのストレージ容量とパフォーマ
ンスを最適化するために、プロビジョンド IOPS、SSD、磁気ストレージ、オブジェクトストレー
ジ、アーカイブストレージ、またはエフェメラルストレージをどこでどのように使用するかを理解
してください。
Amazon EBS は、ワークロードに対するストレージパフォーマンスとコストを最適化できるように
する幅広いオプションを提供します。これらのオプションは、データベースおよびブートボリュー

d
e

ムなどのトランザクションワークロード向けの SSD を基盤とするストレージ (パフォーマンスは主
に IOPS に依存) と、MapReduce およびログ処理などのスループット集約型ワークロード向けの

HDD を基盤とするストレージ (パフォーマンスは主に MB/秒に依存) の 2 つの主なカテゴリに分け

v
i
h

られます。

SSD を基盤とするボリュームには、レイテンシーの影響を受けやすいトランザクションワークロー
ド向けの最高パフォーマンスのプロビジョンド IOPS SSD、および多種多様なトランザクションデ

c
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A

ータ向けの、価格とパフォーマンスのバランスが取られた汎用 SSD が含まれます。

Amazon S3 Transfer Acceleration は、クライアントと S3 バケット間におけるファイルの高速な長
距離転送を可能にします。速で行えるようになります。Transfer Acceleration は、Amazon

CloudFront のグローバルに分布されたエッジロケーションを活用し、最適化されたネットワークパ
スを通じてデータをルーティングします。集中的な GET リクエストがある S3 バケットのワークロ
ードには、Amazon S3 と CloudFront を併用してください。大型のファイルをアップロードすると
きは、ネットワークスループットを最大化できるように、マルチパートアップロードを使用してく
ださい。

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービスおよびオンプレミスリソース
での使用のために、シンプルでスケーラブル、かつ完全マネージド型の伸縮自在な NFS ファイルシ
ステムを提供します。Amazon EFS は、多種多様なクラウドストレージワークロードをサポートす
るために、汎用パフォーマンスモード、および最大 I/O パフォーマンスモードの 2 つのパフォーマ
ンスモードを提供します。また、ファイルシステム向けに選択できる、バーストスループット、お
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よびプロビジョンドスループットの 2 つのスループットモードもあります。ワークロードに使用す
る設定を決定するには、Amazon EFS ユーザーガイドを参照してください。
Amazon FSx は、エンタープライズワークロード向けの Amazon FSx for Windows File Server、お
よび高パフォーマンスワークロード向けの Amazon FSx for Lustre の 2 つのファイルシステムを提
供します。FSx は SSD を基盤としており、高速、予測可能、スケーラブル、かつ一貫性のあるパフ
ォーマンスを実現するように設計されています。Amazon FSx ファイルシステムは、持続的で高速
な読み込み/書き込み速度と、一貫性のある低レイテンシーデータアクセスを提供します。スループ

d
e

ットレベルは、ワークロードのニーズに合わせて必要なものを選択することができます。

アクセスパターンとメトリクスに基づいた判断を行う: ワークロードがどのようにデータにアクセス

v
i
h

するかを考慮することで、アクセスパターンに基づいたストレージシステムの選択と設定を行いま
す。ストレージの効率を高める場合には、ブロックストレージではなくオブジェクトストレージを
選択してください。選択したストレージオプションは、データのアクセスパターンに合わせて設定
します。
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データへのアクセス方法は、ストレージソリューションのパフォーマンスに影響します。パフォー
マンスを最大化するには、アクセスパターンに最も良く合うストレージソリューションを選択す

る、またはストレージソリューションに合わせてアクセスパターンを変更することを検討します。
RAID 0 (ゼロ) アレイを作成することによって、単一のボリュームでプロビジョニングできるものよ
りも高レベルのパフォーマンスを、ファイルシステムのために実現することが可能になります。耐
障害性よりも I/O パフォーマンスが重要である場合は、RAID 0 の使用を検討してください。たとえ
ば、RAID 0 は、データレプリケーションが既に個別にセットアップされている、使用頻度が高いデ
ータベースで使用できます。

お客様のワークロードが使用するすべてのストレージの選択肢について、ワークロードに適したス
トレージメトリクスを選択してください。バーストクレジットを使用するファイルシステムを活用
する場合は、クレジット上限に近づいたときに通知するアラームを作成します。全体的なワークロ
ードストレージの正常性を表示するには、ストレージダッシュボードを作成する必要があります。
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Amazon EBS または Amazon FSx などの固定サイズのストレージシステムについては、使用済みの
ストレージの量を全体的なストレージサイズに照らしてモニタリングするようにし、可能であれ
ば、しきい値に到達したときにストレージサイズを増加させるオートメーションを作成します。

リソース
ストレージに関する 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



v
i
h

Optimize your storage performance with Amazon S3 (STG343)

ドキュメント







d
e

Deep dive on Amazon EBS (STG303-R1)

Amazon EBS:
o

Amazon EC2 ストレージ

o

Amazon EBS ボリュームの種類

o

I/O の特性

c
r
A

Amazon S3: リクエストレートとパフォーマンスに関する考慮事項
Amazon Glacier: Amazon Glacier ドキュメント
Amazon EFS: Amazon EFS のパフォーマンス
Amazon FSx:
o

Amazon FSx for Lustre Performance

o

Amazon FSx for Windows File Server Performance

20

アマゾン ウェブ サービス

パフォーマンス効率の柱

データベースアーキテクチャの選択
システムに最適なデータベースソリューションは、可用性、一貫性、分割耐性、レイテンシ
ー、耐久性、スケーラビリティ、およびクエリ機能の要件に応じて異なります。多くのシステ
ムでは、さまざまなサブシステムに異なるデータベースソリューションが使用され、異なる機
能を有効にしてパフォーマンスを向上させています。システムに不適切なデータベースソリュ
ーションと機能を選択すると、パフォーマンス効率の低下につながる場合があります。

d
e

データの特性を理解する: ワークロード内にあるデータの異なる特性を理解します。ワークロ

ードについて、トランザクションが必要かどうか、データとどのようにやり取りするか、およ

v
i
h

びパフォーマンス需要が何かを判断してください。このデータを使用して、ワークロードに最
高のパフォーマンスを提供するデータベースアプローチを選択します (リレーショナルデータ

ベース、NoSQL key-value 、ドキュメント、ワイドカラム、グラフ、時系列、またはインメモ
リストレージなど)。
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これは、リレーショナル、key-value 、ドキュメント、インメモリ、グラフ、時系列、および

台帳データベースを含めた多数の目的別のデータベースエンジンから選択できます。特定の問

題 (または一連の問題) を解決するために最適なデータベースを選択することによって、制約の
多い汎用的な単一データベースから脱却し、お客様のニーズを満たすアプリケーションの構築
に専念することができます。

リレーショナルデータベースは、事前定義されたスキーマと、それらの関係を使用してデータ
を保存します。これらのデータベースは、ACID (atomicity、consistency、isolation、
durability) トランザクションをサポートし、参照整合性と強固なデータ整合性を維持するよう
に設計されています。従来のアプリケーション、エンタープライズリソースプランニング
(ERP)、顧客関係管理 (CRM)、および e コマースの多くは、リレーショナルデータベースを使用
してデータを保存します。これらのデータベースエンジンの多くは Amazon EC2 で実行する、
または AWS のマネージドデータベースサービスである Amazon Aurora、Amazon RDS、およ
び Amazon Redshift のいずれかを選択できます。
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Key-value データベースは、一般的なアクセスパターン (通常、大容量のデータの保存と取得)
向けに最適化されています。これらのデータベースは、極端な量の同時リクエストでさえも、
迅速な応答時間を実現します。
高トラフィックのウェブアプリケーション、e コマースシステム、およびゲーミングアプリケ
ーションは、key-value データベースの典型的なユースケースです。AWS では、インターネッ
ト向けアプリケーションのデータベースとして Amazon DynamoDB が利用できます。Amazon

d
e

DynamoDB は、セキュリティ、バックアップと復元、およびインメモリキャッシングが組み込
まれた完全マネージド型データベースで、マルチリージョン、マルチマスターに対応してお
り、耐久性にも優れています。

v
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h

インメモリデータベースは、データへのリアルタイムアクセスが必要なアプリケーションに使
用されます。これらのデータベースは、データをメモリ内に直接保存することにより、ミリ秒
単位のレイテンシーでは不十分なアプリケーションにマイクロ秒単位のレイテンシーを提供し
ます。インメモリデータベースは、アプリケーションキャッシング、セッション管理、ゲーム

c
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A

のリーダーボード、および地理空間アプリケーションに使用できます。Amazon ElastiCache は
完全マネージド型のインメモリデータストアで、Redis または Memcached との互換性があり
ます。

ドキュメントデータベースは、半構造化データを JSON 型のドキュメントとしとして保存する
ように設計されています。これらのデータベースは、開発者がコンテンツ管理、カタログ、お
よびユーザープロファイルなどのアプリケーションをすばやく構築し、更新するために役立ち
ます。Amazon DocumentDB は、高速で、スケーラブル、かつ高可用性の完全マネージド型ド
キュメントデータベースサービスで、MongoDB ワークロードをサポートします。
ワイドカラムデータストアは NoSQL データベースの一種で、テーブル、行、および列を使用
しますが、リレーショナルデータベースとは異なり、同じテーブル内でも列の名前と形式が行
ごとに異なる場合があります。ワイドカラムデータストアは通常、設備保全、フリート管理、
およびルート最適化のための大規模な産業アプリケーションでの使用が見られます。Amazon
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Managed Apache Cassandra Service は、ワイドカラムにスケールできる、可用性に優れたマネ
ージド型の Apache Cassandra 互換データベースサービスです。
グラフデータベースは、関連性が高いグラフデータセット間における何百万もの関係を、大規
模に、かつミリ秒単位のレイテンシーでナビゲートし、クエリする必要があるアプリケーショ
ン向けのデータベースです。多くの企業が、不正行為検出、ソーシャルネットワーキング、お
よびレコメンデーションエンジン向けにグラフデータベースを使用しています。Amazon

d
e

Neptune は、高速で信頼性に優れた完全マネージド型のグラフデータベースサービスで、関連
性が高いデータセットを使って動作するアプリケーションの構築と実行を容易にします。

時系列データベースは、時間の経過と共に変化するデータを効率的に収集、合成し、それらか

v
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h

らインサイトを導き出します。時系列データベースは、IoT アプリケーション、DevOps、およ

び産業用テレメトリに利用できます。Amazon Timestream は、IoT および運用アプリケーショ
ン向けの高速でスケーラブルな完全マネージド型の時系列データベースサービスで、1 日あた
り数兆件のイベントの保存と分析を容易にします。
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台帳データベースは、あらゆるアプリケーションについて、トランザクションのスケーラブル
でイミュータブル、かつ暗号的な検証が可能なレコードを維持する信頼された中央機関を提供
します。台帳データベースは、SoR、サプライチェーン、登録、および銀行取引にも使用され
ています。Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) は完全マネージド型の台帳データベー
スで、信頼された中央機関によって所有される、透過的でイミュータブル、かつ暗号的な検証
が可能なトランザクションログを提供します。Amazon QLDB は、すべてのアプリケーション
のデータ変更を追跡し、経時的な変更の完全で検証可能な履歴を維持します。
利用可能なオプションを評価する: ワークロードのストレージメカニズムの選択プロセスの一
環として利用可能なサービスとストレージの選択肢を評価します。データストレージのため
に、所定のサービスまたはシステムをいつどのように使用するのかを理解してください。プロ

ビジョンド IOPS、メモリとコンピューティングのリソース、およびキャッシングなど、データ
ベースのパフォーマンスと効率性を最適化できる利用可能な設定の選択肢について学びます。
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データベースソリューションには通常、ワークロードのタイプに応じて最適化できる設定オプ
ションがあります。ベンチマークまたは負荷テストを使用して、ワークロードにとって重要な
データベースメトリクスを特定します。ストレージの最適化、データベースレベルの設定、メ
モリ、およびキャッシュなど、選択したデータベースアプローチの設定オプションを検討して
ください。
ワークロードに対するデータベースキャッシングオプションを評価します。以下は、最も一般

d
e

的な 3 つのデータベースキャッシュタイプです。


データベースに統合されたキャッシュ: データベースには、データベースエンジン内で

管理され、書き込みスルー機能が組み込まれた統合キャッシュを提供するものがありま

v
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h

す (Amazon Aurora など)。


ローカルキャッシュ: ローカルキャッシュは、頻繁に使用されるデータをアプリケーシ

ョン内に保存します。これは、データ取得を高速化し、データの取得に関連するネット

c
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ワークトラフィックを排除するため、他のキャッシングアーキテクチャよりも迅速にデ
ータを取得できるようになります。



リモートキャッシュ: リモートキャッシュは専用サーバーに保存され、通常は Redis お
よび Memcached などの key/value NoSQL ストアに構築されます。これらは、キャッ

シュノードごとに 1 秒あたり最大 100 万件のリクエストを提供します。

Amazon DynamodDB ワークロードについては、DynamoDB Accelerator (DAX) が完全マネージ
ド型のインメモリキャッシュを提供します。DAX は、完全マネージド型のインメモリキャッシ
ュの使用を可能にすることによって、大規模なテーブルの高速な読み取りパフォーマンスを実
現するインメモリキャッシュです。DAX を使用すると、1 秒あたり数百万件ものリクエストが
あった場合でさえも、読み込みに必要な時間がミリ秒単位からマイクロ秒単位に短縮され、
DynamoDB テーブルの読み込みパフォーマンスを最大 10 倍向上させることができます。
データベースパフォーマンスメトリクスを収集して記録する: データベースパフォーマンスに
関連するパフォーマンス測定値を記録するツール、ライブラリ、およびシステムを使用しま
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す。たとえば、1 秒あたりのトランザクション数、実行速度の遅いクエリ、またはデータベー
スにアクセスする際に生じるシステムレイテンシーなどを測定してください。このデータを使
用して、データベースシステムのパフォーマンスを理解します。
ワークロードから収集可能な限りのデータベースアクティビティメトリクスを測定します。こ
れらのメトリクスは、ワークロードから直接発行する、またはアプリケーションパフォーマン
ス管理サービスから収集することが必要となる場合があります。マイクロサービスアーキテク

d
e

チャを使って構築されたものなど、本番アプリケーション、分散型アプリケーションの分析と

デバッグには、AWS X-Ray を使用することができます。X-Ray トレースには、単一コンポーネ
ントのすべてのデータポイントをカプセル化するセグメントを含めることができます。たとえ

v
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h

ば、アプリケーションがリクエストに応答してデータベースへの呼び出しを行うときには、そ
のリクエストのために、データベースコールとその結果を示すサブセグメントを伴うセグメン
トが作成されます。サブセグメントには、クエリ、使用されたテーブル、タイムスタンプ、エ
ラーステータスなどのデータを含めることができます。測定が終わったら、しきい値を超えた
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ことを示すデータベースメトリクス用のアラームを有効化するようにしてください。

アクセスパターンに基づいてデータストレージを選択する: ワークロードのアクセスパターン

を使って、どのサービスとテクノロジーを使用するかを判断します。たとえば、トランザクシ
ョンを必要とするワークロード、または高スループットを提供するが、必要に応じて結果整合
になるという key-value ストアには、リレーショナルデータベースを使用します。
アクセスパターンとメトリクスに基づいてデータストレージを最適化する: データの保存方法
またはクエリ方法を最適化するパフォーマンス特性とアクセスパターンを使用して、可能な限
り最高のパフォーマンスを実現します。インデックス作成、キー分散、データウェアハウス設
計、またはキャッシング戦略などの最適化が、システムのパフォーマンスまたは全体的な効率
性にどのように影響するかを測定してください。
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リソース
データベースに関する 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 purpose-built databases (DAT209-L)



Amazon Aurora storage demystified: How it all works (DAT309-R)



Amazon DynamoDB deep dive: Advanced design patterns (DAT403-R1)

ドキュメント
 AWS Database Caching
AWS でのクラウドデータベース



Amazon Aurora のベストプラクティス



Amazon Redshift のパフォーマンス






d
e

v
i
h
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Amazon Athena のパフォーマンスチューニング Tips トップ 10
Amazon Redshift Spectrum のベストプラクティス
Amazon DynamoDB のベストプラクティス
Amazon DynamoDB Accelerator

ネットワークアーキテクチャの選択
ワークロードに最適なネットワークソリューションは、レイテンシー、スループット要件、ジ
ッター、および帯域幅に応じて異なります。ロケーションのオプションは、ユーザーまたはオ
ンプレミスのリソースなどの物理的な制約に左右されます。これらの制約は、エッジロケーシ
ョンまたはリソースの配置で相殺することができます。
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AWS ではネットワーキングが仮想化されており、数多くの異なるタイプと設定で利用すること
ができ、お客様のニーズに合わせたネットワーキングの方法をとりやすくなります。AWS は、
拡張ネットワーキング、Amazon EC2 ネットワーク最適化インスタンス、Amazon S3 Transfer
Acceleration、および動的な Amazon CloudFront などの、ネットワークトラフィックを最適化
するための機能を提供するとともに、Amazon Route 53 のレイテンシールーティング、
Amazon VPC エンドポイント、AWS Direct Connect、および AWS Global Accelerator などの、
ネットワーク距離を縮め、ジッターを削減するネットワーキング機能も提供しています。

d
e

ネットワーキングがどのようにパフォーマンスに影響するかを理解する: ネットワーク関連の
機能がワークロードパフォーマンスにどのように影響するかを分析し、理解します。たとえ

v
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h

ば、ネットワークレイテンシーはユーザーエクスペリエンスに影響を与えることが多く、提供
するネットワークキャパシティーが十分でなければ、ワークロードパフォーマンスのボトルネ
ックが発生する場合があります。

ネットワークはすべてのアプリケーションコンポーネント間に存在するため、アプリケーショ

c
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ンのパフォーマンスと動作に対して大幅な影響を及ぼす可能性があります。また、ハイパフォ

ーマンスコンピューティング (HPC) などのネットワークパフォーマンスに大きく依存するアプ
リケーションもあり、この場合はネットワークを深く理解することがクラスターのパフォーマ
ンスを向上させるうえで重要になり、帯域幅、レイテンシー、ジッター、およびスループット
に関するワークロードの要件を判断する必要があります。

利用可能なネットワーキング機能を評価する: パフォーマンスを向上させる可能性のあるクラ
ウド内のネットワーキング機能を評価します。これらの機能の影響を、テスト、メトリクス、
および分析を使って測定してください。たとえば、レイテンシー、ネットワーク距離、または
ジッターを低減するために利用できるネットワークレベルの機能を活用します。
多くのサービスでは、ネットワークパフォーマンスを最適化する機能が一般的に提供されてい
ます。ネットワークトラフィックの最適化には、EC2 インスタンスのネットワーク機能、拡張
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ネットワーキングインスタンスタイプ、Amazon EBS 最適化インスタンス、Amazon S3
Transfer Acceleration、および動的な CloudFront などの機能を検討してください。
AWS Global Accelerator は、AWS グローバルネットワークを使用してグローバルなアプリケー
ションの可用性とパフォーマンスを向上させるサービスで、輻輳のない広大な AWS のグロー
バルネットワークを利用することでネットワーク経路を最適化します。このサービスは、DNS
設定の更新、またはクライアント向けアプリケーションの変更を行う必要なく、アベイラビリ

d
e

ティーゾーンまたは AWS リージョン間でエンドポイントを簡単に移動できるようにする静的
IP アドレスを提供します。

Amazon S3 のコンテンツアクセラレーションは、外部ユーザーが Amazon S3 へのデータのア

v
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h

ップロードに CloudFront のネットワーキング最適化を活かすことができる機能です。この機
能は、AWS クラウドへの専用接続がない遠隔地からの大容量データの転送を容易にします。

新しい EC2 インスタンスでは、拡張ネットワーキングを利用できます。M5n および M5dn な

c
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どの N シリーズ EC2 インスタンスは、第 4 世代のカスタム Nitro Card と Elastic Network

Adapter (ENA) デバイスを利用して、単一のインスタンスに最大 100 Gbps のネットワークス
ループットを提供します。これらのインスタンスは、M5 のベースインスタンスと比較して 4

倍のネットワーク帯域幅とパケット処理を提供し、ネットワーク集約型のアプリケーションに
最適です。お客様は、一貫的な低ネットワークレイテンシーのために M5n および M5dn イン
スタンスの特定のインスタンスサイズで Elastic Fabric Adapter (EFA) を有効化することもでき
ます。

Amazon Elastic Network Adapter (ENA) は、単一のプレイスメントグループ内にあるインスタ
ンスに 20 Gbps のネットワークキャパシティーを提供することによって、さらなる最適化を実
現します。Elastic Fabric Adapter (EFA) は Amazon EC2 インスタンス向けのネットワークイン
ターフェイスで、高レベルのノード間通信を必要とするワークロードを AWS で大規模に実行
することを可能にします。EFA では、メッセージパッシングインターフェイス (MPI) を使用す
るハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) アプリケーションと、NVIDIA Collective
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Communications Library (NCCL) を使用する機械学習 (ML) アプリケーションを、数千個に及ぶ
CPU または GPU にスケールできます。
Amazon EBS 最適化インスタンスは、最適化された設定スタックを使用し、Amazon EBS I/O
に追加の専用キャパシティーを提供します。この最適化は、Amazon EBS I/O とインスタンス
からのその他トラフィックとの間における競合を最小限に抑えることで、EBS ボリュームに最
高のパフォーマンスを提供します。

d
e

Amazon Route 53 のレイテンシーベースルーティング (LBR) は、全世界ユーザーに対するワー
クロードのパフォーマンスの向上に役立ちます。LBR の機能は、アプリケーションが実行され
ているさまざまな AWS リージョンの実際のパフォーマンス測定値に基づいて、最速のエクス

v
i
h

ペリエンスを提供する AWS エンドポイント (EC2 インスタンスでは、Elastic IP アドレスまた
は ELB ロードバランサー) にお客様をルーティングすることで成り立ちます。

Amazon VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェイ、またはネットワークアドレス

c
r
A

変換 (NAT) インスタンスを必要とすることなく、AWS のサービス (Amazon S3 など) に信頼性
が高い接続を提供します。

ハイブリッドワークロードに適切なサイズの専用接続または VPN を選択する: オンプレミス通
信の要件がある場合は、ワークロードパフォーマンスのために十分な帯域幅があることを確認
します。 帯域幅の要件によっては、単一の専用接続、または単一の VPN では十分でない場合
があり、複数の接続間でトラフィックのロードバランシングを有効化する必要があります。
ハイブリッドワークロードについては、帯域幅とレイテンシー要件を推定する必要があり、こ
れらの数値によって、AWS Direct Connect、または VPN エンドポイントのサイジング要件が
決まります。

AWS Direct Connect は、AWS 環境への専用接続 (50 Mbps から最大 10 Gbps) を提供します。
これは、管理および制御されたレイテンシーとプロビジョニングされた帯域幅を提供すること
から、ワークロードが簡単かつ最も効率の良い方法で他の環境に接続できるようになります。
AWS Direct Connect パートナーのいずれかを使用することによって複数の環境からエンドツー
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エンドの接続性が得られ、その結果、一貫的なパフォーマンスを備えた拡張ネットワークが提
供されます。
AWS のサイト間 VPN は、VPC のためのマネージド VPN サービスです。VPN 接続が確立され
ると、AWS は 2 つの異なる VPN エンドポイントへのトンネルを提供します。AWS Transit
Gateway では、複数の VPC 間における接続をシンプル化でき、単一の VPN 接続を使って AWS
Transit Gateway にアタッチされた任意の VPC に接続することもできます。AWS Transit

d
e

Gateway は、複数の VPN トンネルで等コストマルチパス (ECMP) ルーティングのサポートを有
効化することによって、1.25 Gbps IPsec の VPN スループット制限を超えたスケーリングを行
うことも可能にします。
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ロードバランシングと暗号化のオフロードを活用する: トラフィックを複数のリソースまたは

サービスに分散して、ワークロードがクラウドによって提供される伸縮性を活用できるように
します。また、パフォーマンスを向上させ、トラフィックを効率的に管理およびルーティング
するために、ロードバランシングを使用して暗号化終了をオフロードすることもできます。
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サービスコンテンツに複数のインスタンスを使用するスケールアウトアーキテクチャを実装す

るときは、Amazon VPC 内のロードバランサーを活用できます。AWS は、ELB サービスでアプ
リケーション向けのモデルを複数提供しています。Application Load Balancer は、HTTP およ
び HTTPS トラフィックのロードバランシングに最適で、マイクロサービスとコンテナを含め
たモダンアプリケーションアーキテクチャの実現を目的とする高度なリクエストルーティング
を提供します。

Network Load Balancer は、極めて高いパフォーマンスが必要とされる TCP トラフィックのロ
ードバランシングに最適で、超低レイテンシーを維持しながら 1 秒あたり数百万件ものリクエ
ストを処理することができ、突発的、または変動しやすいトラフィックパターンを処理するた
めに最適化されています。
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Elastic Load Balancing は、統合された証明書管理と SSL/TLS 復号化を提供するため、ロード
バランサーの SSL 設定を一元的に管理し、CPU に負荷のかかる SSL/TLS 処理をお客様のワー
クロードからオフロードすることができます。
ネットワークトラフィックを最適化するネットワークプロトコルを選択する: ワークロードの
パフォーマンスに対する影響に基づいて、システムとネットワーク間における通信のためのプ
ロトコルを決定します。

d
e

スループットの達成には、レイテンシーと帯域幅間の関係が関与します。ファイル転送で TCP
を使用している場合は、高レイテンシーが全体的なスループットを低下させます。これを修正
するアプローチには、TCP チューニングと最適化された転送プロトコルを使うものがあり、

v
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UDP を使用するものもあります。

ネットワーク要件に基づいてロケーションを選択する: 利用可能なクラウドロケーションの選

択肢を使用して、ネットワークレイテンシーを低減、またはスループットを向上させます。ネ
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ットワークレイテンシーの低減、またはスループットの向上には、AWS リージョン、アベイラ
ビリティーゾーン、プレイスメントグループ、および Outposts、Local Zones、Waveledge な
どのエッジロケーションを活用します。

AWS クラウドのインフラストラクチャは、リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。リージョンは世界各地にある物理的なロケーションであり、複数のアベイラ
ビリティーゾーンがあります。

アベイラビリティーゾーンは、1 つ、または複数の個別のデータセンターで構成されており、
それぞれに離れた施設に格納される冗長電源、ネットワーキング、接続が備えられています。
これらのアベイラビリティーゾーンは、単一のデータセンターで実現できるものよりも、可用
性、耐障害性、および拡張性に優れた本番用のアプリケーションとデータベースを運用する能
力を提供します。
以下の主な要素に基づいて、デプロイメントに適切なリージョン (単一または複数) を選択して
ください。

31

アマゾン ウェブ サービス



パフォーマンス効率の柱

ユーザーの場所: お客様のワークロードを利用するユーザーに近いリージョンを選択す
ることによって、ワークロードの使用時における低レイテンシーを確保します。



データの場所: 大量のデータを使用するアプリケーションでは、データ転送がレイテン
シーにおける主なボトルネックとなります。アプリケーションコードは、できるだけデ
ータに近い場所で実行するべきです。



その他の制約: セキュリティおよびコンプライアンスなどの制約を考慮します。

d
e

Amazon EC2 は、ネットワーキング用のプレイスメントグループを提供します。プレイスメン

トグループは、単一のアベイラビリティーゾーン内にあるインスタンスの論理グループです。
サポートされているインスタンスタイプを使ったプレイスメントグループと Elastic Network

v
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Adapter (ENA) を使用することにより、ワークロードを低レイテンシーの 25 Gbps ネットワー

クに参加させることができます。プレイスメントグループは、低ネットワークレイテンシー、
高ネットワークスループット、またはその両方からメリットを得るワークロードに推奨されま
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す。プレイスメントグループの使用には、ネットワーク通信におけるジッターの低減というメ
リットがあります。

レイテンシーの影響を受けやすいサービスは、エッジロケーションのグローバルネットワーク
を使用してエッジで提供されます。これらのエッジロケーションは一般に、コンテンツ配信ネ
ットワーク (CDN) およびドメインネームシステム (DNS) などのサービスを提供します。これら
のサービスをエッジで使用することにより、ワークロードがコンテンツまたは DNS 解決のリク
エストに低いレイテンシーで応答できるようになります。これらのサービスは、コンテンツの
ジオターゲティング (エンドユーザーの位置に基づいて異なるコンテンツを提供) などの地理的
なサービス、またはエンドユーザーを最寄りのリージョンに誘導するレイテンシーベースルー
ティング (最小レイテンシー) も提供します。
Amazon CloudFront は、画像、スクリプト、および動画などの静的コンテンツと、API または
ウェブアプリケーションなどの動的コンテンツの両方を加速化するために使用できるグローバ
ル CDN で、コンテンツをキャッシュして、ユーザーに高パフォーマンスのネットワーク接続を
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提供するエッジロケーションのグローバルネットワークに依存しています。CloudFront は、コ
ンテンツのアップロードおよび動的アプリケーションといったその他多くの機能も加速化する
ため、インターネット経由でトラフィックを提供するすべてのアプリケーションのパフォーマ
ンスを補強します。Lambda@Edge は、ワークロードのユーザーに近い場所でコードを実行で
きるようにする Amazon CloudFront の機能で、パフォーマンスを向上させ、レイテンシーを
低減します。

d
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Amazon Route 53 は、可用性が高く、スケーラブルなクラウド DNS ウェブサービスで、

www.example.com などの名前を、コンピュータが相互接続に使用する 192.168.2.1 といった

数字の IP アドレスに変換することによってエンドユーザーをインターネットアプリケーション

v
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にルーティングするための、信頼性が極めて高く、コスト効率性に優れた方法を開発者とビジ
ネスに提供するよう設計されています。Route 53 は IPv6 に完全対応しています。

AWS Outposts は、レイテンシー要件のためにオンプレミスの維持が必要となるワークロード
で、AWS にあるその他のワークロードとシームレスに連携できるように設計されています。
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AWS Outposts は、AWS 設計のハードウェアで構築された完全マネージド型の設定可能なコン
ピューティング/ストレージラックで、クラウド内にある AWS の多岐にわたるサービスにシー
ムレスに接続しながら、オンプレミスでのコンピューティングとストレージの実行を可能にし
ます。

AWS Local Zones は新しいタイプの AWS インフラストラクチャで、動画レンダリング、およ
びグラフィック集約型の仮想デスクトップアプリケーションなど、10 ミリ秒未満のレイテンシ
ーを必要とするワークロードを実行するために設計されています。Local Zones では、エンド
ユーザーの近くにコンピューティングおよびストレージリソースを保有するメリットのすべて
を得ることが可能になります。

AWS Wavelength は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、およびツールを 5G ネ
ットワークに拡張することによって、5G デバイスに超低レイテンシーのアプリケーションを提
供するために設計されたものです。Wavelength は、IoT デバイス、ゲームストリーミング、自
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律走行車、およびライブメディア製作などの 10 ミリ秒未満のレイテンシーが必要な場合に 5G
ワークロードを支援できるように、電気通信プロバイダーの 5G ネットワークにストレージと
コンピューティングを埋め込みます。
エッジサービスを使用してレイテンシーを低減し、コンテンツキャッシングを有効化します。
これらのアプローチから最大限のメリットを得るためにも、DNS と HTTP/HTTPS の両方にキ
ャッシュ制御が正しく設定されていることを確認してください。

d
e

メトリクスに基づいてネットワーク設定を最適化する: 収集および分析されたデータを使用し

て、ネットワーク設定の最適化について十分な情報に基づく判断を行います。これらの変更の
影響を測定して、その影響測定値を将来の意思決定に使用します。

v
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ワークロードが使用するすべての VPC ネットワークに対して VPC フローログを有効化しま

す。VPC フローログは、VPC 内のネットワークインターフェイスに出入りする IP トラフィッ

クに関する情報を取得できるようにする機能です。VPC フローログは、特定のトラフィックが
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インスタンスに到達しない理由のトラブルシューティングといった多数のタスクの実行をサポ
ートし、これは過剰に制限されたセキュリティグループルールの診断に役立ちます。フローロ
グをセキュリティツールとして使用して、インスタンスに到達するトラフィックのモニタリン
グ、ネットワークトラフィックのプロファイリング、および異常なトラフィック動作の検出を
行うことができます。

ネットワーキングメトリクスを使用して、ワークロードの進化に合わせてネットワーキング設
定を変更します。クラウドベースのネットワークは素早い再構築が可能なことから、パフォー
マンス効率を維持するためにもネットワークアーキテクチャを徐々に進化させることが必要で
す。

リソース
ネットワーキングに関する 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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Connectivity to AWS and hybrid AWS network architectures (NET317-R1)
Optimizing Network Performance for Amazon EC2 Instances (CMP308-R1)

ドキュメント


Amazon Route 53 でレイテンシーベースルーティングへ移行する



AWS のネットワーキング製品



EC2
o

Amazon EBS – 最適化インスタンス

o

Linux での EC2 拡張ネットワーキング

o

Windows での EC2 拡張ネットワーキング

o

EC2 プレイスメントグループ

ワーキングの有効化





v
i
h

Linux インスタンスにおける Elastic Network Adapter (ENA) を使用した拡張ネット

c
r
A
o

d
e

VPC
o

Transit Gateway

o

VPC エンドポイント

o

VPC フローログ

Elastic Load Balancers
o

Application Load Balancer とは

o

Network Load Balancer
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レビュー
ワークロードを設計するときに選択できるオプションには限りがありますが、時間の経過と共
に、ワークロードのパフォーマンスを向上させることができる新しいテクノロジーとアプロー
チが利用できるようになります。クラウドではインフラストラクチャがコードであるため、新
しい機能とサービスでの実験がはるかに容易になります。

d
e

アーキテクチャにデータ主導のアプローチを取り入れるには、以下を考慮するパフォーマンス
レビューアプローチを導入するようにしてください。


Infrastructure as Code: AWS CloudFormation テンプレートなどのアプローチを使用し

v
i
h

てインフラストラクチャをコードとして定義します。テンプレートを使用することで、
アプリケーションのコードおよび設定と共に、インフラストラクチャをソースコントロ
ールに配置することができます。

c
r
A

これは、ソフトウェアの開発に使用するものと同じ慣行をインフラストラクチャに適用
することを可能にし、イテレーションを迅速に行えるようになります。



デプロイメントパイプライン: 継続的インテグレーション/継続的デプロイメント
(CI/CD) パイプライン (ソースコードリポジトリ、ビルドシステム、デプロイメント、お
よびテストのオートメーションなど) を使用してインフラストラクチャをデプロイしま

す。これにより、イテレーションを行うときに、反復可能かつ一貫的で、コストの低い
方法でのデプロイメントが可能になります。
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明確に定義されたメトリクス: メトリクスをセットアップし、それらをモニタリングし
て主要業績評価指標 (KPI) をキャプチャします。メトリクスについては、技術とビジネ
ス両方のメトリクスの使用をお勧めします。ウェブサイトまたはモバイルアプリの主な
メトリクスは、最初の 1 バイトを受信するまでの時間、または最初のレンダリングまで
の時間のキャプチャです。一般的に適用されるその他のメトリクスには、スレッド数、
ガベージコレクション率、および待機状態などがあります。リクエストあたりの総累積
コストなどのビジネスメトリクスでは、コストを削減する方法をアラートできます。メ

d
e

トリクスを解釈する方法を十分に検討してください。たとえば、平均値ではなく、最大
値または 99 パーセンタイル値を選択できます。


v
i
h

パフォーマンステストのオートメーション: デプロイメントプロセスの一環として、よ

り簡単に実行できるテストが正常に終了した後で、パフォーマンステストを自動的にト
リガーします。このオートメーションでは、新しい環境の作成、およびテストデータな
どの初期条件のセットアップが行われ、その後一連のベンチマークテストと負荷テスト

c
r
A

が実行される必要があります。これらのテストの結果は、時間の経過に伴うパフォーマ
ンスの変化を追跡できるようにビルドに関連付けてください。テストが長時間実行され

る場合、パイプラインのこの部分を、他のビルドと同期しないようにできます。別の方
法として、Amazon EC2 のスポットインスタンスを使ってパフォーマンステストを夜間

に実行することができます。



負荷の生成: 合成された、または事前に記録されたユーザージャーニーを再現する一連
のテストスクリプトを作成する必要があります。これらは結合スクリプトではなく、べ
き等スクリプトにしてください。有効な結果を得るために、「プレウォーミング」スク
リプトを含める必要がある場合もあります。テストスクリプトは、可能な限り本番での
使用状況を再現する必要があります。負荷の生成には、ソフトウェアまたは SaaS

(Software-as-a-Service) ソリューションを使用できます。AWS Marketplace のソリュー
ションとスポットインスタンスの使用を検討してください。これらは、コスト効率の高
い負荷生成方法になり得ます。
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パフォーマンスの可視性: 主なメトリクス、特に各ビルドバージョンに対するメトリク
スは、チームが確認できるようにする必要があります。そうすることで、時間の経過に
伴う顕著な良好または悪い傾向を認識できるようになります。また、エラーや例外の数
に関するメトリクスも表示して、動作中のシステムをテストしていることを確認するよ
うにしてください。



可視化: パフォーマンス問題、ホットスポット、待機状態、または低使用率が発生して

d
e

いる箇所を明らかにする可視化手法を使用します。アーキテクチャ図にパフォーマンス
メトリクスを重ね合わせます。コールグラフ、または符号も問題をすばやく特定するた
めに役立ちます。

v
i
h

このパフォーマンスレビュープロセスは、既存のデプロイメントパイプラインのシンプルな拡
張機能として実装し、その後、テスト要件がより高度になるにつれて徐々に進化させることが

できます。アプローチは将来のアーキテクチャのために汎化して、同じプロセスとアーティフ
ァクトを再利用することができます。

c
r
A

低パフォーマンスのアーキテクチャは通常、パフォーマンスレビュープロセスが存在しない

か、または破損していることに起因します。アーキテクチャのパフォーマンスレベルが低い場
合は、パフォーマンスレビュープロセスを導入することで、デミングの PDCA (計画 – 実施 – 評
価 – 改善) サイクルを適用して反復的な改善を促すことができます。

ワークロードを進化させて新しいリリースを活用する
お客様のニーズによって推進される AWS の継続的なイノベーションを活用してください。
AWS では、新しいリージョン、エッジロケーション、サービス、および機能を定期的にリリー
スしています。これらのリリースはいずれも、アーキテクチャのパフォーマンス効率を向上さ
せることができます。
新しいリソースとサービスの最新情報を入手する: 新しいサービス、設計パターン、および製
品が利用可能になるたびに、パフォーマンスを向上させる方法を評価します。アドホック評
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価、社内でのディスカッション、または外部分析を通じて、これらのリリースとサービスのど
れがワークロードのパフォーマンスまたは効率性を向上させるかを判断してください。
AWS からの更新、新機能、およびサービスを評価するプロセスを定義します。たとえば、新し
いテクノロジーを使用した PoC (概念実証) の構築、または社内グループとの協議を行います。
新しいアイデアまたはサービスを試すときは、パフォーマンステストを実施して、ワークロー
ドの効率性、またはパフォーマンスに対する影響を測定します。AWS における柔軟性を利用し

d
e

て、新しいアイデアやテクノロジーを最小限のコストとリスクで頻繁にテストしてください。
ワークロードパフォーマンスを向上させるプロセスを定義する: 新しいサービス、設計パター

ン、リソースタイプ、および設定が利用できるようになるたびに、これらを評価するプロセス

v
i
h

を定義します。たとえば、新しいインスタンス製品で既存のパフォーマンステストを実行し
て、ワークロードを向上させる可能性を判断します。

ワークロードのパフォーマンスには重要な制約がいくつかあります。それらに留意しつつ、ど

c
r
A

のようなイノベーションがワークロードパフォーマンスの向上につながるかを知るように心が
けます。新しいサービスやテクノロジーが利用できるようになった場合、この情報を利用し
て、制約やボトルネックを軽減する方法を見つけます。

ワークロードパフォーマンスを徐々に進化させる: 組織として、評価プロセスを通じて収集し
た情報を使用し、新しいサービスまたはリソースが利用可能になるときに、それらの導入を積
極的に推進します。

新しいサービスやテクノロジーを評価する際に収集する情報を使用して、変革を促します。ビ
ジネスまたはワークロードの変化に伴い、パフォーマンスのニーズも変化します。ワークロー
ドメトリクスから収集したデータを使用して、効率性またはパフォーマンスで最大の効果を得
られる領域を見極め、新しいサービスとテクノロジーを積極的に取り入れて需要に対応しま
す。
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リソース
ベンチマークに関する 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


アマゾン ウェブ サービス YouTube チャンネル



AWS オンラインテックトーク YouTube チャンネル



AWS イベント YouTube チャンネル

d
e

c
r
A

v
i
h
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モニタリング
アーキテクチャを実装した後は、そのパフォーマンスをモニタリングして、問題がお客様に影
響を及ぼす前に修正できるようにする必要があります。モニタリングメトリクスは、しきい値
を超えたときにアラームを発行するために使用するようにしてください。
AWS でのモニタリングは、5 つの明確なフェーズで構成されています。これらについては、

d
e

『信頼性の柱』のホワイトペーパーでより詳しく説明されています。

1.

生成 – モニタリング、メトリクス、およびしきい値の範囲

2.

集計 – 複数ソースからの全体像の作成

3.

リアルタイムの処理とアラームの発行 – 認識と応答

4.

保存 – データの管理ポリシーと保持ポリシー

5.

c
r
A

v
i
h

分析 – ダッシュボード、レポート作成、およびインサイト

Amazon CloudWatch は、AWS クラウドのリソースと、AWS 上で実行されるワークロードの
ためのモニタリングサービスです。CloudWatch を使って、メトリクスの収集と追跡、ログフ
ァイルの収集とモニタリング、アラームの設定を実行することができます。CloudWatch で
は、EC2 インスタンスおよび RDS DB インスタンスなどの AWS リソースに加えて、ワークロ
ードとサービスによって生成されたカスタムメトリクス、およびアプリケーションが生成する
あらゆるログファイルをモニタリングできます。CloudWatch を使用して、リソースの使用状
況、アプリケーションパフォーマンス、および運用正常性に関するシステム全体の可視性を得
ることができます。これらのインサイトを使用することで、速やかに対応し、ワークロードの
スムーズな動作を維持できます。
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CloudWatch ダッシュボードでは、AWS のリソースとカスタムメトリクスの再利用可能なグラ
フを作成できるため、運用ステータスをモニタリングし、問題を一目で特定することができま
す。
誤判定がないことを確実にすることは、効果的なモニタリングソリューションの鍵です。自動
化されたトリガーは、人為的なミスを防ぎ、問題の修正にかかる時間を短縮できます。解決ま
での時間を短縮できます。本番環境でシミュレーションを実施するゲームデーを計画して、ア

d
e

ラームソリューションをテストし、それが問題を正しく認識することを確認します。

モニタリングソリューションは、アクティブモニタリング (AM) とパッシブモニタリング (PM)
の 2 つのタイプに分類されます。AM と PM は互いを補完して、ワークロードのパフォーマン

v
i
h

ス状態の全体像を提供します。

アクティブモニタリングは、製品におけるクリティカルパス全体のスクリプト化されたユーザ
ージャーニーでユーザーアクティビティをシミュレートします。AM は、ワークロードのパフ

c
r
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ォーマンスと可用性をテストするために、継続的に実行される必要があります。AM は、継続

的、軽量、予測可能であることによって PM を補完します。これは、問題またはパフォーマン
ス問題がエンドユーザーに影響を与える前にそれらを特定するために、すべての環境全体 (特
に本番前環境) で実行することができます。

パッシブモニタリングは一般に、ウェブベースのワークロードで使用されます。PM はブラウ
ザからパフォーマンスメトリクスを収集します (ウェブベースではないワークロードも同様の
アプローチを使用できます)。すべてのユーザー (またはユーザーのサブセット)、地域、ブラウ
ザ、およびデバイスタイプ全体のメトリクス収集できます。PM は、以下の問題を理解するた
めに使用します。


ユーザーエクスペリエンスパフォーマンス: PM は、ユーザーが何を経験しているかに関
するメトリクスを提供するため、本番環境の機能状態に対する見識、および時間の経時
的な変化の影響に対する見識を提供します。
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地理的パフォーマンスの変動性: ワークロードにグローバルなフットプリントがあり、



ユーザーが世界各地からワークロードにアクセスする場合は、PM を使用することで、
特定地域のユーザーに影響を及ぼしているパフォーマンス問題を検出することができま
す。



API の使用による影響: モダンワークロードでは、内部 API、およびサードパーティー
API が使用されます。PM は、API の使用に対する可視性を提供するため、内部 API だ

d
e

けではなく、サードパーティー API プロバイダーに起因するパフォーマンスボトルネッ
クを特定できます。

CloudWatch はモニタリングを行って、通知アラームを送信する機能を提供します。Amazon

v
i
h

Kinesis、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)、および AWS Lambda を通じてアクシ
ョンをトリガーすることにより、パフォーマンス問題を回避するオートメーションを使用でき
ます。

c
r
A

リソースをモニタリングして、それらが期待通りに機能し
ていることを確認する

システムのパフォーマンスは、時間と共に劣化する場合があります。劣化を特定し、オペレー
ティングシステムまたはアプリケーション負荷などの内部および外部の要因を修正するため
に、システムのパフォーマンスをモニタリングします。
パフォーマンス関連のメトリクスを記録する: モニタリングとオブザーバビリティサービスを
使用して、パフォーマンス関連のメトリクスを記録します。たとえば、データベーストランザ
クション、実行速度の遅いクエリ、I/O レイテンシー、HTTP リクエストのスループット、サー
ビスレイテンシー、またはその他重要なデータを記録します。
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ワークロードにとって重要なパフォーマンスメトリクスを特定し、それらを記録します。この
データは、どのコンポーネントがワークロードの全体的なパフォーマンスまたは効率性に影響
しているかを特定できるようにするための重要な要素です。
カスタマーエクスペリエンスから逆方向に作業を行って、重要なメトリクスを特定します。メ
トリクスごとに、ターゲット、測定アプローチ、および優先順位を特定します。これらを使用
してアラームと通知を構築し、パフォーマンス関連の問題に積極的に対応します。

d
e

イベントまたはインシデントの発生時にメトリクスを分析する: イベントまたはインシデント

への応答、またはそれらが発生している最中に、モニタリングダッシュボードまたはレポート
を使用してその影響を把握し、診断します。これらのビューは、ワークロードのどの部分が期

v
i
h

待通りに機能していないかに関するインサイトを提供します。

アーキテクチャについて重要なユーザーストーリーを作成するときは、重要なストーリーのそ
れぞれをどれだけ迅速に実施するべきかを指定するなどのパフォーマンス要件を含めます。こ
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れらの重要なストーリーには、要件に対してこれらのストーリーがどのように実行されるかを
知ることができるように、スクリプト化されたユーザージャーニーを追加で実装してくださ
い。

ワークロードパフォーマンスを測定するために主要業績評価指標 (KPI) を確立する: ワークロー
ドが意図されたとおりに機能しているかどうかを示す KPI を特定します。たとえば、API ベー
スのワークロードでは、全体的なレスポンスレイテンシーを全体的なパフォーマンスの指標と
して使用でき、e コマースサイトでは、購入数を KPI として使用できます。
お客様がワークロードのパフォーマンスをどのように評価するかを含めた、お客様が必要とす
るパフォーマンスエクスペリエンスを文書化します。これらの要件を使用して、システムが全
体的にどのように機能しているかを示す主要業績評価指標 (KPI) を確立します。
モニタリングを使用してアラームベースの通知を生成する: 定義したパフォーマンス関連の主
要業績評価指標 (KPI) を用いて、これらの測定値が期待される限度を超えたときにアラームを
自動で生成するモニタリングシステムを使用します。
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Amazon CloudWatch は、アーキテクチャ内のリソース全体のメトリクスを収集できます。ま
た、カスタムメトリクスを収集および発行して、ビジネスメトリクスまたは導出メトリクスを
表面化することも可能です。CloudWatch、またはサードパーティーのモニタリングサービスを
使用して、しきい値を超えたことを示すアラームを設定します。このアラームは、メトリクス
が期待される限度を超えたことを知らせます。
メトリクスを定期的にレビューする: 定期的なメンテナンスとして、またはイベントやインシ

d
e

デントへの対応に関して、収集されたメトリクスと共に対応のレビューを行います。これらの

レビューを使用して、どのメトリクスが問題対応の鍵となったか、およびどのメトリクスを追
加すると、それらが追跡される場合に問題の特定、対応、または防止に役立つと思われるかを
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h

特定します。

インシデントまたはイベント対応の一環として、問題への対応に役立ったメトリクス、および
現在は追跡されていないが役に立ったであろうと思われるメトリクスを評価します。これを使
用して収集するメトリクスの品質を高め、今後のインシデントを防止、またはより迅速に解決

c
r
A

できるようにします。

積極的にモニタリングしてアラームを発行する: 主要業績評価指標 (KPI) をモニタリングおよび
アラート発行システムと組み合わせて使用し、パフォーマンス関連の問題に積極的に対処しま
す。アラームを使用して、可能な場合には自動的に問題を修正するアクションを呼び出しま
す。自動化された対応が不可能な場合は、対応できるシステムにアラームをエスカレートしま
す。たとえば、期待される主要業績評価指標 (KPI) 値を予測し、それらが特定のしきい値を超
えた場合にアラームを発行できるシステム、または KPI が期待される値の範囲外である場合
に、デプロイメントを自動的に停止、またはロールバックできるツールなどが考えられます。
実行中のワークロードのパフォーマンスに対する可視性を提供するプロセスを実装します。モ
ニタリングダッシュボードを構築し、パフォーマンス期待のベースラインとなる基準を確立し
て、ワークロードが最適に機能しているかどうかを判断します。
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リソース
パフォーマンス効率を促進させるモニタリングに関する 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


Cut through the chaos: Gain operational visibility and insight (MGT301-R1)

ドキュメント


X-Ray ドキュメント



CloudWatch ドキュメント

d
e

c
r
A

v
i
h
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トレードオフ
ソリューションを設計するときは、最適なアプローチを確保するためにトレードオフを考慮し
ます。状況に応じて、整合性、耐久性、および時間とレイテンシーの余裕と引き換えに、より
優れたパフォーマンスを実現することができます。
AWS を使用すれば、数分でグローバルに展開し、世界中にある複数のロケーションにリソース

d
e

をデプロイして、エンドユーザーとの距離を縮めることができます。また、プライマリデータ

ベースの負荷を減らすため、情報ストア (データベースシステムなど) に読み取り専用のレプリ
カを動的に追加することもできます。

v
i
h

AWS は、インメモリデータストアまたはキャッシュを提供する Amazon ElastiCache、および
静的コンテンツのコピーをエンドユーザーの近くにキャッシュする Amazon CloudFront など
のキャッシングソリューションを提供しています。Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)

c
r
A

は、Amazon DynamoDB の直前に読み込みスルー/書き込みスルーの分散キャッシングティア
を提供し、同じ API をサポートしながら、キャッシュ内のエンティティに 10 ミリ秒未満のレ
イテンシーを実現します。

トレードオフを使用してパフォーマンスを向上させる
ソリューションを設計するときは、トレードオフを積極的に考慮することによって最適なアプ
ローチを選択することが可能になります。多くの場合、整合性、耐久性、および時間とレイテ
ンシーの余裕と引き換えに、パフォーマンスを向上させることができます。トレードオフは、
アーキテクチャの複雑性を増加させる可能性があり、測定可能なメリットの獲得を確実にする
ための負荷テストが必要になります。

パフォーマンスが重要となる部分を調査する: ワークロードのパフォーマンスを向上させるこ
とによって、効率性またはカスタマーエクスペリエンスに良い影響をもたらす部分を調査し、
特定します。たとえば、カスタマーインタラクションが多いウェブサイトは、エッジサービス
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を使用してコンテンツ配信をお客様に近い場所へ移動させることでメリットを得ることができ
ます。
設計パターンとサービスについて学ぶ: ワークロードパフォーマンスの向上に役立つさまざま
な設計パターンとサービスについて調査し、理解します。分析の一環として、より優れたパフ
ォーマンスを達成するために何を引き替えにすることができるかを特定します。たとえば、キ
ャッシュサービスの使用はデータベースシステムにかけられた負荷を低減できますが、安全な

d
e

キャッシングを実装するためのエンジニアリングが必要となり、一部の領域で結果整合性を確
保する必要が生じる可能性があります。

どのようなパフォーマンス設定オプションが利用できるか、およびそれらがワークロードにど

v
i
h

のように影響し得るかについて学んでください。

ワークロードパフォーマンスの最適化は、これらのオプションがアーキテクチャとどのように
相互作用するか、および実測パフォーマンスとユーザーが認識するパフォーマンスの両方にお
よぶ影響を理解することにかかっています。

c
r
A

Amazon Builders’ Library は、Amazon がテクノロジーを構築し、運用する方法に関する詳しい
説明を読者に提供します。これらの無料の記事は Amazon のシニアエンジニアによって書かれ
たもので、アーキテクチャ、ソフトウェアデリバリー、および運用全般のトピックを取り上げ
ています。たとえば、Amazon がソフトウェアデリバリーを自動化して年間 1 億 5,000 万件を
超えるデプロイメントを達成する方法、または Amazon のエンジニアがシャッフルシャーディ
ングなどの原則を実装して、可用性と耐障害性に優れた回復性を持つシステムを構築する方法
を確認できます。

トレードオフがお客様と効率性にどのように影響するかを特定する: パフォーマンス関連の向
上を評価するときは、どの選択肢がお客様とワークロードの効率に影響するかを判断します。
たとえば、key-value データストアの使用がシステムパフォーマンスを向上させる場合、その
結果整合性の性質がお客様に与える影響を評価することが大切です。
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メトリクスとモニタリングを使用して、システムの低パフォーマンス領域を特定します。どの
ように改善できるか、その改善によってどのようなトレードオフがもたらされるか、およびそ
れらがシステムとユーザーエクスペリエンスにどのように影響するかを判断します。たとえ
ば、データキャッシングの実装はパフォーマンスを劇的に向上させるうえで役立ちますが、シ
ステムの誤動作を防止するために、キャッシュされたデータをいつどのように更新または無効
化するかに関する明確な戦略が必要になります。

d
e

パフォーマンス向上の影響を測定する: パフォーマンスを向上させるための変更を行うと同時

に、収集されたメトリクスとデータを評価します。この情報を使用して、そのパフォーマンス

向上がワークロード、ワークロードのコンポーネント、およびお客様に与えた影響を判断しま

v
i
h

す。この測定は、トレードオフに由来するパフォーマンス向上を理解する、および副次的な悪
影響が生じたかどうかを判断するために役立ちます。

優れた設計のシステムは、パフォーマンス関連の戦略を組み合わせて使用します。所定のホッ
トスポットまたはボトルネックに対して最も大きなプラスの影響を与える戦略を判断します。
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たとえば、複数のリレーショナルデータベースシステム全体でのデータシャーディングは、ト

ランザクションに対するサポートを維持しながら、全体的なスループットを向上させることが
でき、各シャード内ではキャッシングが負荷の低減に役立ちます。

さまざまなパフォーマンス関連戦略を使用する: 適用可能であれば、パフォーマンスの向上に
複数の戦略を利用します。たとえば、過剰なネットワーク呼び出しやデータベース呼び出しを
防止するためにデータキャッシングなどの戦略を使用する、データベースエンジンの読み込み
速度を向上させるためにリードレプリカを使用する、データボリュームを削減するためにデー
タのシャーディングまたは圧縮を可能な限り使用する、ブロッキングを回避するために利用可
能になった結果をバッファし、ストリーミングするなどの戦略を使用します。
ワークロードに変更を行うときは、これらの変更の影響を判断するためにメトリクスを収集し
て評価します。システムおよびエンドユーザーに対する影響を測定して、トレードオフがワー
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クロードにどのような影響を与えるかを理解します。負荷テストなどの体系的なアプローチを
使用して、トレードオフによってパフォーマンスが向上するかどうかを調べます。

リソース
キャッシングに関する 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


ドキュメント
 Amazon Builders’ Library


d
e

Introducing The Amazon Builders’ Library (DOP328)

v
i
h

Amazon ElastiCache を実装するためのベストプラクティス

まとめ
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r
A

パフォーマンス効率の達成と維持には、データ主導のアプローチが必要です。より優れたパフ
ォーマンスのために最適化することを可能にするアクセスパターンとトレードオフについて積
極的に検討する必要があります。ベンチマークと負荷テストに基づくレビュープロセスを使用
することで、適切なリソースタイプと設定を選択できるようになります。インフラストラクチ
ャをコードとして扱うことにより、アーキテクチャを迅速かつ安全に進化させながら、データ
を使用してアーキテクチャに関する事実に基づいた意思決定を行うことができます。アクティ

ブ/パッシブモニタリングの組み合わせの導入は、アーキテクチャのパフォーマンスが時間と共
に劣化しないことを確実にします。

AWS は、ビジネス価値を提供しながら、効率的に機能するアーキテクチャの構築を支援するべ
く尽力しています。本書で説明したツールと技法を使用することで、成功を確かなものにして
ください。
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