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要約
このドキュメントでは、AWS Well-Architected フレームワークの サーバーレスアプリケーショ
ンレンズ について説明します。本書では、一般的なサーバーレスアプリケーションのシナリオ
を紹介し、利用者のワークロードがベストプラクティスに従って設計されるよう主要な要素に
ついて解説します。
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サーバーレスアプリケーションレンズ

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お客様が決定した構
成について、長所と短所を洗い出すのに役立ちます。 1 このフレームワークを使用すること
で、信頼性に優れた、セキュアで効率的な費用効果の高いシステムをクラウドで設計するため
のアーキテクチャの観点から見たベストプラクティスを学ぶことができます。このフレームワ
ークはベストプラクティスと改善のためのエリアを特定することを前提にアーキテクチャを一
貫して測定する方法を提供します。Well-Architected なシステムによって、ビジネスが成功する
可能性を大幅に高めることができると考えています。
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この「レンズ」では、AWS クラウド上でサーバーレスアプリケーションのワークロードを設
計、デプロイ、およびアーキテクティングすることに重点を置きます。ここでは煩雑になるの
を避けるため、サーバーレスワークロードに固有の Well-Architected フレームワークの詳細につ
いてのみ解説します。アーキテクチャを設計する場合は、このドキュメントに含まれていない
ベストプラクティスと質問を検討する必要があります。 AWS Well-ArchitectedFramework ホワイ
トペーパーをを一読されることをお勧めします。 2
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このドキュメントは、最高技術責任者 (CTO)、アーキテクト、開発者、運用チームのメンバーな
ど、技術担当者を対象としています。このドキュメントを読むことで、サーバーレスアプリケ
ーションのアーキテクチャの設計時に使用すべき 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。
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定義

AWS Well-Architected フレームワークは、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、コスト最適化という 5 つの柱に基づいています。サーバーレスのワークロードの場
合、AWS はサーバーレスアプリケーション向けの堅牢なアーキテクチャの設計を可能にする複
数のコアコンポーネント (サーバーレスと非サーバーレス) を提供しますこのセクションでは、
本ドキュメントで使用されるサービスの概要について説明します。サーバーレスワークロード
を構築する際には検討すべき 6 つのエリアがあります。
•
•
•

コンピューティングレイヤー
データレイヤー

メッセージングとストリーミングレイヤー

•

ユーザー管理とアイデンティティレイヤー

•

エッジレイヤー

•

システムモニタリングとデプロイ
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デプロイのアプローチ

コンピューティングレイヤー
ワークロードのコンピューティングレイヤーは外部システムからのリクエストを管理し、アク
セスの制御と、リクエストが適切に承認されるようにします。このレイヤーには、ビジネスロ
ジックがデプロイされ、実行されるランタイム環境が含まれています。
AWS Lambda は、関数レイヤーでマイクロサービスアーキテクチャ、デプロイ、および実行管
理をサポートするマネージド型プラットフォームで、ステートレスなサーバーレスアプリケー
ションの実行を可能にします。
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Amazon API Gateway では、ビジネスロジックを実行するために Lambda と統合された、トラフ
ィック管理、認証とアクセス管理、モニタリング、API バージョニングを含む、フルマネージ
ド型の REST API を実行できます。
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AWS Step Functions は、連携、ステート、関数のチェーンなどのサーバーレスワークフローを調
整するとともに、複数のステップに分割したり、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスまたはオンプレミスで実行中のワーカーを呼び出したりすることで、Lambda 内でサ
ポートされていない長期間に及ぶ実行を組み合わせます。
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データレイヤー

ワークロードのデータレイヤーは、システム内から永続的ストレージを管理します。このレイ
ヤーはビジネスロジックに欠かせないセキュアなメカニズムを提供します。データ変更に応じ
て、イベントをトリガーするメカニズムを提供します。

Amazon DynamoDB は永続的ストレージ向けにマネージド型 NoSQL データベースを提供するこ
とで、サーバーレスアプリケーションの構築を容易にします。DynamoDB ストリーム との組み
合わせで Lambda 関数を呼び出すことにより、DynamoDB テーブル内の変更にほぼリアルタイム
で対応できます。DynamoDB Accelerator (DAX) は DynamoDB に高可用性のインメモリキャッシュ
を追加します。これは数ミリ秒から数百マイクロ秒まで、最大で 10 倍のパフォーマンス改善を
もたらします。
Amazon Simple Storage Service を使用することで、高可用なキーバリューストアを備えた、サー
バーレスウェブアプリケーションやウェブサイトを構築できます。静的アセットは、Amazon S3
から Amazon CloudFront などのコンテンツ配信ネットワーク (CDN) を介して提供できます。
Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) では、Elasticsearch を簡単にデプロイし、安全に保つと
ともにスケールして、ログ分析、全文検索、アプリケーションモニタリングなどを行うことが
できます。Amazon ES は検索エンジンと分析ツールの両方を提供するフルマネージドサービス
です。
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AWS AppSync は、エンタープライズクラスのセキュリティコントロールと、アプリケーション
開発を容易にするリアルタイム機能とオフライン機能を備えたマネージド型 GraphQL サービス
です。AWS AppSync は、DynamoDB、Amazon ES、Amazon S3 などのサービスに接続するための
アプリケーションおよびデバイス向けに、データ駆動型 API と、GraphQL による一貫した記述
方法を提供します。

メッセージングとストリーミングレイヤー
ワークロードのメッセージングレイヤーは、コンポーネント間の通信を管理します。ストリー
ミングレイヤーは、リアルタイム分析とストリーミングデータの処理を管理します。

d
e

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、マイクロサービス、分散システム、サーバ
ーレスアプリケーション向けに非同期イベント通知とモバイルプッシュ通知を使用して、
pub/sub パターンのフルマネージドメッセージングサービスを提供します。
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Amazon Kinesis を使用すると、リアルタイムのストリーミングデータを簡単に収集、処理、分
析できます。 Amazon Kinesis Data Analytics では、標準的な SQL を実行したり、SQL を使用して
ストリーミングアプリケーション全体を構築したりすることができます。

Amazon Kinesis Data Firehose はストリーミングデータの取得、変換、そして Kinesis Analytics、
Amazon S3、Amazon Redshift、および Amazon ES へのロードなどを行います。これにより、既存
のビジネスインテリジェンスツールを使って、ほぼリアルタイムの分析を実現できます。
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ユーザー管理とアイデンティティレイヤー

ワークロードのユーザー管理とアイデンティティレイヤーは、ワークロードのインターフェイ
スから外部と内部のお客様向けに、アイデンティティ、認証、認可機能を提供します。
Amazon Cognito では、サーバーレスアプリケーションに対して、ユーザーサインアップ、サイ
ンイン、およびデータ同期を簡単に追加することができます。Amazon Cognito ユーザープール
は、Facebook、Google、Amazon、Security Assertion Markup Language (SAML) などに、組み込みの
サインイン画面とフェデレーションを提供します。Amazon Cognito フェデレーティッドアイデ
ンティティは、サーバーレスアーキテクチャの一部となる、AWS リソースへの対象を絞ったア
クセスを安全に提供します。

エッジレイヤー

ワークロードのエッジレイヤーは、プレゼンテーションレイヤーおよび外部の顧客への接続を
管理します。異なる地理的位置に居住する外部の顧客に、効率的な配信方法を提供します。
CloudFront を使用すると、低レイテンシーかつ速い転送速度で、ウェブアプリケーションのコ
ンテンツとデータを安全に配信する CDN が提供されます。
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システムモニタリングとデプロイ
ワークロードのシステムモニタリングレイヤーは、メトリクスを通じて、システムの可視性を
管理し、その運用と動作についてコンテキストを含めた経時的変化を認識できるようにしま
す。デプロイレイヤーはワークロードの変更が、リリース管理プロセスを通じてどのようにプ
ロモートされるかについて定義します。
Amazon CloudWatch では、お客様が利用するすべての AWS サービスのシステムメトリクスにア
クセスしたり、アプリケーションレベルのログを統合したりできるほか、お客様固有のニーズ
に合わせたカスタムメトリクスとして、ビジネスの主要業績評価指標 (KPI) を作成できます。プ
ラットフォームで自動化されたアクションをトリガーできるダッシュボードとアラートを提供
します。
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AWS X-Ray では、分散トレースとサービスマップを提供してサーバーレスアプリケーションの
分析とデバッグを実行でき、リクエストをエンドツーエンドで視覚化して、パフォーマンスの
ボトルネックを簡単に特定することも可能です。
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AWS サーバーレスアプリケーションモデル(AWS SAM) は、サーバーレスアプリケーションのパ
ッケージ化、テスト、およびデプロイに使用される AWS CloudFormation の拡張機能です。SAM
CLI を使用して、Lambda 関数をローカルで開発する際のデバッグサイクルを短縮することもで
きます
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デプロイのアプローチ

マイクロサービスアーキテクチャでのデプロイのベストプラクティスとして、変更は、コンシ
ューマーのサービスコントラクトに影響しないように行います。API の所有者がサービスコン
トラクトに重要な変更を加える場合、コンシューマーの準備ができていないと、エラーが生じ
ることがあります。
デプロイが安全であることを確認する最初のステップとして、API を使用しているコンシュー
マーを認識します。コンシューマーとその使用に関するメタデータを収集することで、変更の
影響についてデータ主導の決定を行うことができます。API キーは、API コンシューマー/クライ
アントに関するメタデータを取得するための効果的な方法です。この方法は、API に重要な変
更が加えられた場合の連絡方法として多く使用されます。
重要な変更に対して、リスク回避のアプローチを取るお客様によっては、既存のコンシューマ
ーが影響を受けないようにするために、API のクローンを作成して、異なるサブドメイン (例:
v2.my-service.com) にルーティングすることもできます。これにより、新しいサービスコントラ
クトで新しくデプロイを行うことができますが、トレードオフとしてデュアル API (およびその
後のバックエンドインフラストラクチャ) を維持するためにさらなるオーバーヘッドが追加され
ます。
デプロイに対する異なるアプローチを以下の表に示します。
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デプロイ

コンシューマーへの
影響

ロールバッ
ク

イベントモデルの選択要
因

デプロイの速度

All at once

一度にすべての影響
を与える

旧バージョ
ンを再デプ
ロイ

同時実行率が低いイベン
トモデル

即時

Blue/Green

一度にすべて（事前
に一定レベルの本番
環境(Green)テストを
伴う）

以前の環境
(Blue)にトラ
フィックを
戻す

非同期および同期イベン
トモデルにおいて、中程
度の同時実行性のあるワ
ークロードに適している

検証後すぐにお客
様に提供開始

Canary/Linear

1〜10% の典型的な
初期トラフィックの
移行後、段階的に増
加させるか、一度に
すべて。

以前のデプ
ロイにトラ
フィックの
100% を戻す

同時実行性が高いワーク
ロードに適している

数分から数時間

All-at-once デプロイ
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名前が示すように、一度にすべてデプロイするには、既存の設定の上にすべての変更が一度に
影響を及ぼします。このデプロイスタイルの利点は、リレーショナルデータベースなどのデー
タストアに対するバックエンドの変更では、変更サイクル中にトランザクションを調整するた
めに必要な作業がはるかに少ないことです。このタイプのデプロイスタイルは手間がかから
ず、同時実行性の低いモデルでは少ない影響で作成できますが、ロールバックについてはリス
クが増し、通常はダウンタイムが発生します。このデプロイモデルを使用するシナリオの例
は、ユーザーへの影響が最小限である開発環境です。

Blue/Green デプロイ

もう 1 つのトラフィック移行パターンは、Blue-Green デプロイを有効にすることです。ダウン
タイムがゼロに近いこのリリースでは、ロールバックが必要な場合でも、既存の実稼働環境
(blue) をアクティブに保ちながら、トラフィックを新しいライブ環境 (green) に移行できます。
API Gateway では、時間の経過と共に特定の環境に移行するトラフィックの割合を定義できるた
め、このデプロイスタイルを効果的な手法になります。Blue-Green デプロイは、ダウンタイム
を抑えるように設計されているため、多くのお客様が実稼働環境の変更にこのパターンを採用
しています。
ステートレスと冪等のベストプラクティスに従うサーバーレスアーキテクチャは、基盤となる
インフラストラクチャとのアフィニティがないため、このデプロイスタイルが適しています。
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必要に応じて、簡単に既存稼働環境にロールバックできるように、これらのデプロイをより小
さな変更がインクリメンタルに発生するように工夫することをお勧めします。
ロールバックが必要かどうかを知るためには、適切な指標が必要です。ベストプラクティスと
して、CloudWatch の高解像度メトリクスを使用することを推奨します。このメトリクスでは、
1 秒間隔でモニタリングでき、下降傾向を素早く捉えることができます。CloudWatch アラーム
と組み合わせて使用できるため、ロールバックを早めることができます。CloudWatch メトリク
スは、API Gateway、Step Functions、Lambda (カスタムメトリクスを含む)、および DynamoDB で
キャプチャできます。
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Canary デプロイ

Canary デプロイは、制御された環境でソフトウェアの新しいリリースを活用し、迅速なデプロ
イサイクルを可能にする、よく利用されている方法です。Canary デプロイは、制御された環境
でソフトウェアの新しいリリースを活用し、迅速なデプロイサイクルを可能にする方法とし
て、増え続けています。Canary デプロイでは、少数のユーザーへの影響を分析するために、新
しい変更に対して、少数のリクエストを受け付けるようにデプロイします。
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API Gateway で Canary デプロイすると、コンシューマー用に同じ API Gateway HTTP エンドポイ
ント を維持しながら、バックエンドエンドポイント (Lambda など) に変更をデプロイできま
す。さらに、新しいデプロイにルーティングするトラフィックの割合 (%) を制御して、トラフ
ィックの切り替えを制御できます。Canary デプロイのユースケースとしては、ウェブサイトの
デザインリニューアルが考えられます。すべてのトラフィックを新しいデプロイに移行する前
に、少数のエンドユーザーのクリック率をモニタリングできます。
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Lambda のバージョン管理

すべてのソフトウェアと同様に、バージョニングを管理することで、以前に機能していたコー
ドをすばやく表示したり、新しいデプロイに失敗した場合に以前のバージョンに戻したりする
ことができます。Lambda では、個々の Lambda 関数に対して 複数のイミュータブルバージョン
を発行することができます。以前のバージョンは変更できません。Lambda 関数の各バージョン
には固有の Amazon リソースネーム (ARN) があり、新しいバージョンの変更は CloudTrail に記録
されているため監査可能です。本番稼働環境のベストプラクティスとして、信頼性の高いアー
キテクチャを最大限に活用するためにバージョニングを有効にすることを推奨します。
デプロイオペレーションを簡素化し、エラーのリスクを抑えるには、Lambda エイリアスを使用
して、開発、ベータ、本稼働といった開発ワークフローにおいてさまざまな Lambda 関数を有
効にできます。Lambda エイリアスの例として、API Gateway を Lambda と連携させる場合、
Lambda の本稼働エイリアスの ARN を指定することができます。この手法が役立つ点は、新し
いバージョンをライブ環境に昇格させるときに、安全なデプロイが可能になることです。これ
は、呼び出し元の設定内において Lambda エイリアスは静的なままであり、変更の発生を少な
くできるためです。
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一般的な設計の原則
Well-Architected フレームワークでは、サーバーレスアプリケーションに対してクラウドにおけ
る適切な設計を可能にするため、次のような一般的な設計の原則を定めています。
•

高速、シンプル、単一: 関数は短く簡潔で、1 つの目的のみに対応したものであり、そ
の環境はリクエストのライフサイクルに沿っています。トランザクションはコスト効率
が影響しやすいので、より速い実行が推奨されます。

•

スケーラビリティを高めるために、同時リクエストを考慮する: サーバーレスアプリケ
ーションは同時実行モデルを活用します。そのため、設計レベルでのトレードオフは同
時実行に基づいて評価されます。

•

何も共有しない: 関数ランタイム環境および基盤となるインフラストラクチャの存続期
間は短いため、一時ストレージなどのローカルリソースは保証されません。
ステートはステートマシンの実行ライフサイクル内で操作できます。高い耐久性が求め
られる場合は、永続的ストレージが推奨されます。

•

ハードウェアのアフィニティはないと想定: 基盤となるインフラストラクチャは変更さ
れる可能性があります。
たとえば最適化コードや CPU フラグのようにハードウェアの知り得ない事象への依存
は、常に利用できるとは限りません。

•

•

•

d
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ステートマシンを使用して、アプリケーションの複数の関数をオーケストレーションす
る: コード内で Lambda の実行を連鎖させてアプリケーションのワークフローをオーケス
トレーションすると、モノリシックで密結合のアプリケーションになります。
代わりに、ステートマシンを使用してトランザクションと通信フローをオーケストレー
ションします。
イベントを使用してトランザクションをトリガーする: 新しい Amazon S3 オブジェクト
の格納や、データベースの更新などのイベントにより、ビジネス機能に応じたトランザ
クションの実行が可能になります。
この非同期のイベント動作はコンシューマーが不可知であることが多く、リーンなサー
ビス設計を実現するための、ジャストインタイムの処理を促進します。
故障や重複に備えて設計する: 障害が発生し、特定のリクエスト/イベントが複数回起き
る可能性があるため、リクエスト/イベントからトリガーされるオペレーションは冪等
である必要があります。
ダウンストリームには適切な再試行を含めることが推奨されます。
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シナリオ
このセクションでは、多くのサーバーレスワークロードにおいて一般的な 5 つの主なシナリオ
と、それらによって AWS 上のサーバーレスワークロードの設計とアーキテクチャにどのような
影響があるかについて説明します。これらの各シナリオについての前提事項、設計の一般的な
要因、およびこれらのシナリオを実装する方法のリファレンスアーキテクチャを示します。

RESTful マイクロサービス
マイクロサービスを構築するときは、ビジネスコンテキストをコンシューマー向けの再利用可
能なサービスとしてどのように配信できるかについて検討します。具体的な実装は個別のユー
スケースに合わせて調整されますが、実装がセキュアで回復性があり、顧客に最善のエクスペ
リエンスを提供するよう構築するために、マイクロサービスに対する、いくつかの共通した考
え方があります。

d
e
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h

AWS でマイクロサービスを構築することにより、サーバーレス機能を活用できますが、その他
の AWS のサービスや機能、それに AWS のエコシステムや AWS パートナーネットワーク (APN)
のパートナーツールも使用できるようになります。サーバーレステクノロジーには耐障害性が
組み込まれており、ワークロードに対する信頼性の高いサービスを構築することができます。
AWS のエコシステムにより、構築の効率化、タスクの自動化、依存関係のオーケストレーショ
ン、マイクロサービスのモニタリングと管理が可能になります。最後に、AWS サーバーレスツ
ールは従量課金制で、ビジネスに合わせてサービスを拡大することで、導入段階やピーク時以
外ではコストを抑えることができます。
特徴
•
•
•

c
r
A

簡単にレプリケートでき、高度な耐障害性と可用性を備えた、セキュアで運用が容易な
フレームワークを必要としています。
利用率やアクセスパターンをログに記録し、お客様をサポートするバックエンドを継続
的に改善したいと考えています。
プラットフォームに対して可能な限り多くマネージドサービスを活用することを求めて
おり、セキュリティやスケーラビリティなど、共通のプラットフォームの管理に伴う負
担軽減を期待しています。

リファレンスアーキテクチャ
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図 1:RESTful マイクロサービスのリファレンスアーキテクチャ
1. お客様は、 API (HTTP) コールを実行してマイクロサービスを活用します。理想的には、
サービスレベルの一貫した期待値と変更管理を達成するために、API に緊密に結び付け
られたサービスコントラクトがコンシューマーに必要です。

d
e

2. Amazon API Gateway は、RESTful HTTP リクエストをホストし、お客様にレスポンスしま
す。このシナリオでは、API Gateway が組み込みの認証、スロットリング、セキュリテ
ィ、耐障害性、リクエスト / レスポンスマッピング、パフォーマンスの最適化を提供し
ます。

v
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h

3. AWS Lambda には、受け取った API コールを処理し、DynamoDB を永続的ストレージと
して活用するためのビジネスロジックが含まれています。
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4. Amazon DynamoDB は永続的にマイクロサービスデータを保存し、要求に基づいてスケ
ールします。多くの場合、マイクロサービスは単一のことを上手に処理するよう設計さ
れているため、スキーマレス NoSQL データストアが通常は組み合わされます。
設定に関するメモ:
•

API Gateway のロギングを活用して、マイクロサービスコンシューマーのアクセス状況
や振る舞いを可視化し、理解します。この情報は Amazon CloudWatch Logs で表示でき、
Log Pivots を通じて迅速に表示したり、Amazon ES や Amazon S3 (Amazon Athena を使用)
などその他の検索可能なエンジンに渡したりできます。与えられた情報から以下のキー
となる可視性が得られます。
o

お客様がリクエストを入力する方法について理解すると、データベースのパーテ
ィション化に役立つ可能性があります。

o

顧客の入力リクエスト が お客様がリクエストを入力する方法について理解する
と、データベースのパーティション化に役立つ可能性があります。

o

異常な動作のセマンティクスについて理解します。これはセキュリティフラグに
なり得ます。

o

エラー、レイテンシー、キャッシュヒット/ミスについて理解すると、設定を最適
化できます。
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このモデルから、ニーズの成長に合わせてスケールするセキュアな環境を簡単にデプロイおよ
び維持するフレームワークが得られます。

Alexa スキル
Alexa Skills Kit (ASK) は、自然で魅力的な音声と視覚的なエクスペリエンスにより、開発者が
Alexa の機能を拡張できるようにします。よくできたスキルは習慣を作り上げます。つまり、そ
れはユニークな機能を提供するだけでなく、これまでにないスムーズで革新的な方法で価値を
提供するため、ユーザーをリピーターにすることができます。
Alexa ユーザーからの最大の不満の原因は、スキルが期待どおりに機能せず、目的のことを達成
するために複数のやり取りが必要になることです。最初に音声のインタラクションモデルを設
計し、そこから逆算して作業を進めることが重要です。ユーザーによって、話しかける言葉が
少なすぎる場合や多すぎる場合、または予期しない言葉を話しかける場合があるからです。音
声の設計プロセスには、予期される発話や予期されない発話に対する概念化、スクリプト化、
企画化が含まれます。

d
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図 2:Alexa スキルの設計スクリプトの例

基本的なスクリプトを念頭に置き、スキルの構築を開始するときは次の手法を考慮します。
•

完了までの最短のルートを描く
o

•

通常 、完了までの最短のルートは、ユーザーがすべての情報とスロットを一度に
すべて提供した場合、関連するアカウントが
既にリンクされている場合、またはスキルの 1 回の呼び出しでその他の前提条件が
満たされた場合です。

別の経路やディシジョンツリーを描く
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o

•

システムのバックグラウンドの意思決定 (新規ユーザーまたはリピートユーザーに
対する意思決定など) を識別します。バックグラウンドのシステムチェックによ
り、ユーザーがたどるフローが変わる可能性があります。

スキルによってユーザー をどのように支援するか描く
o

•

ユーザーの発話に、リクエストを完了するために必要なすべての情報が含まれて
いない場合は、別の経路やユーザーの意思決定をフローの中で特定する必要があ
ります。

システムのロジックがバックグラウンドで決定する事項を描く
o

•

サーバーレスアプリケーションレンズ

存在する場合は、アカウントのリンクプロセスを描く
o

v
i
h

アカウントのリンクに必要な情報を決定します。また、アカウントのリンクが完
了していない場合にスキルが応答する方法を識別する必要もあります。

特徴
•
•
•
•

d
e

ユーザーがスキルを使用して実行できる操作について、ヘルプに明確な指示を含
めます。スキ ルの複雑さに基づいて、ヘルプトピックで 1 つのシンプルなレスポ
ンスまたは多くのレスポンスを提供します。

インスタンス、サーバー、またはその両方を管理することなく、完全なサーバーレスア
ーキテクチャを作成したいと考えています。

c
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コンテンツは可能な限り多くのスキルから分離したいと考えています。

広範な Alexa デバイス、リージョン、言語にわたる開発を最適化するため、API として公
開された魅力的な音声エクスペリエンスを提供することを目指しています。
ユーザーの需要に合わせてスケールアップまたはダウンし、予期しない使用パターンに
対応する伸縮性が必要です。

リファレンスアーキテクチャ
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図 3: Alexa スキルのリファレンスアーキテクチャ
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r
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1. Alexa ユーザーは、Alexa 対応デバイスに話しかけて Alexa スキルを使用します。音声が
やり取りの主な方法です。
2.

3.

4.

5.

6.

Alexa 対応のデバイスはリッスンし、ウェイクワードを認識するなど、リクエストがあ
ったときにアクティブ化されます。サポートされているウェイクワードは、Alexa、
Computer、Echo です。

Alexa Service は、Alexa スキルに代わって一般的な音声言語認識 (SLU) 処理を実行しま
す。これには自動化された音声認識 (ASR)、自然言語理解 (NLU)、テキスト読み上げ
(TTS) 変換が含まれます。
Alexa Skills Kit (ASK) は、セルフサービスの API、ツール、ドキュメンテーションとコー
ドサンプルのセットであり、Alexa にスキルを素早く簡単に追加することができます。
ASK は信頼された AWS Lambda トリガーで、シームレスな統合を可能にします。

Alexa Custom Skill はユーザーエクスペリエンスの制御を提供し、カスタムインタラクシ
ョンモデルを構築できます。これは最も柔軟性の高いタイプのスキルですが、最も複
雑です。
Alexa Skills Kit を使用した Lambda 関数 により、シームレスにスキルをビルドし、不要
な複雑さを回避できます。Alexa Service から送信されたさまざまなタイプのリクエスト
を処理し、音声レスポンスを構築できます。
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7.

DynamoDB データベース は、スキルの使用に合わせて伸縮自在にスケールする NoSQL
データストアを提供できます。データベースは、ユーザーのステートとセッションを
保持するためにスキルでよく使用されます。

8.

Alexa Smart Home Skill により、照明、サーモスタット、スマート TV などのデバイスを
Smart Home API を使用してコントロールできます。インタラクションモデルに対するコ
ントロールを提供しないため、このカスタムスキルを構築するには、Smart Home スキ
ルの方が簡単です。

9.

デバイスの検出に応答し、Alexa Service からのリクエストを制御するため、Lambda 関
数が使用されます。これにより、エンターテインメントデバイス、カメラ、照明、サ
ーモスタット、ロックなど、さまざまなモノのコントロールが可能になります。

d
e

10. AWS IoT により、開発者はデバイスを AWS プラットフォームにセキュアに接続し、
Alexa スキルとデバイス間のやり取りを制御できます。

v
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11. Alexa 対応 Smart Home は、Alexa スキルのディレクティブを受信し、それに応答する多
くの IoT 接続デバイスを持つことができます。

12. Amazon S3 は画像、テキストコンテンツ、メディアなど、スキルの静的アセットを保存
します。これらのコンテンツは CloudFront を使用して安全に配信できます。
13. Amazon CloudFront は、地理的に分散されたモバイルユーザーにコンテンツを配信し、
Amazon S3 の静的アセット用のセキュリティメカニズムを含む高速なコンテンツ配信ネ
ットワーク (CDN) です。

c
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14. スキルを他のシステムに対して認証する必要があるときは、アカウントのリンクが必
要です。このアクションは、Alexa ユーザーを他のシステムの特定のユーザーと関連付
けます。
設定に関するメモ:
•

•
•

スキルによって Alexa に送信された可能な限りの Alexa Smart Home メッセージについ
て、検証用の JSON スキーマを用いることで 、Smart Home リクエストとレスポンスペイ
ロードを検証します
Lambda 関数のタイムアウトが 8 秒以下に設定されていて、その期間内に関数がリクエ
ストを処理できることを確認します (Alexa Service のタイムアウトは 8 秒です) 。

DynamoDB テーブルを作成する際は、ベストプラクティス 7 に従います。読み込み/書き
込みキャパシティーとテーブルパーティショニングを計算し、応答時間が適切になるよ
うにします。もしくはプロビジョ二ングされたキャパシティを選択し自動的にスケール
させます。読み取りが多いのスキルについては、Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) が
応答時間を大きく改善します。
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•

アカウントのリンクにより、外部システムに保存されたユーザー情報が提供されます。
この情報を使用して、ユーザーに対してコンテキストに依存するパーソナライズされた
エクスペリエンスを提供します Alexa には、スムーズなエクスペリエンスの提供に役立
つ アカウントのリンクのガイドライン が用意されています。

•

スキルのベータテストツールを使用して、開発中に初期フィードバックを収集し、スキ
ルのバージョニングにより既に実稼働中のスキルへの影響を減らします。

•

ASK コマンドラインインターフェイス (ASK CLI) を使用して、スキルの開発とデプロイを
自動化します。

d
e

モバイルバックエンド

ユーザーは、迅速で一貫し、機能が豊富なユーザーエクスペリエンスをモバイルアプリケーシ
ョンに期待します。 それと同時に、モバイルユーザーのパターンは動的であり、予測できない
ピーク使用が発生します。また、多くの場合は世界各地で使用されます。

v
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h

モバイルユーザーからの需要の成長により、アプリケーションはバックエンドインフラストラ
クチャのコントロールや柔軟性を犠牲にすることなく、シームレスに動作する豊富なモバイル
サービスを必要としています。モバイルアプリケーション間では、次のような機能がデフォル
トで期待されています。
•
•
•
•
•
•
•
•

c
r
A

データベース変更のクエリ、ミューテーション、サブスクライブの機能
オフライン時のデータ保持と、接続時の帯域幅の最適化

アプリケーションでのデータの検索、フィルタ処理、検出
ユーザー行動の分析

複数のチャネル (プッシュ通知、SMS、E メール) を通じた、ターゲットを絞ったメッセ
ージング
イメージやビデオなどの豊富なコンテンツ
複数のユーザー間でのデータの同期複数のデバイスとおよび複数のユーザー間のデータ
同期
データの表示と操作のためのきめ細かい認証コントロール

AWS でサーバーレスモバイルバックエンドを構築すると、これらの機能を提供すると同時に、
スケーラビリティ、伸縮性、および可用性を効率的かつコスト効果の高い方法で自動的に管理
できます。
特徴
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•

クライアントからのアプリケーションデータの動作を制御し、API から取得するデータ
を明示的に選択したいと考えています。

•

ビジネスロジックは可能な限り、モバイルアプリケーションから分離したいと考えてい
ます。

•

API としてビジネス機能を提供し、複数のプラットフォーム間の開発を最適化すること
を目指しています。

•

マネージドサービスを活用して、モバイルバックエンドインフラストラクチャを管理す
るための差別化につながらない重労働を減らすと同時に、高いレベルのスケーラビリテ
ィと可用性を提供することを目指しています。

•

アイドルリソースへの支払いと対比して、実際のユーザーの需要に基づくモバイルバッ
クエンドのコストを最適化したいと考えています。

リファレンスアーキテクチャ
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図 2: モバイルバックエンドのリファレンスアーキテクチャ

1. ユーザー管理のため、またモバイルアプリケーションの ID プロバイダーとして、
Amazon Cognito が、使用されます。さらに、モバイルユーザーは既存のソーシャル ID
(Facebook、Twitter、Google+、Amazon など) を利用してサインインできます。
2. モバイルユーザーは 、AWS AppSync および AWS サービス API（Amazon S3 や Amazon
Cognito など）に対して GraphQL オペレーションを実行することで、モバイルアプリケ
ーションのバックエンドを操作します。
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3. Amazon S3 は、プロファイルイメージなど特定のモバイルユーザーデータを含むモバイ
ルアプリケーションの静的アセットを保存します。そのコンテンツは CloudFront を使用
して安全に配信できます。
4. AWS AppSync は、GraphQL HTTP リクエストとレスポンスをモバイルユーザー側でホスト
します。このシナリオでは、デバイスが接続されている場合 AWS AppSync のデータはリ
アルタイムで配信されます。また、データはオフラインでも同様に利用できます。デー
タソースは、Amazon DynamoDB、Amazon Elasticsearch Service、または AWS Lambda 関
数が利用できます。
5. Amazon Elasticsearch Service は、モバイルアプリケーションおよび分析の主要な検索エ
ンジンとして機能します。

d
e

6. DynamoDB はモバイルアプリケーションに永続的ストレージを提供します。たとえば、
有効期限 (TTL) 機能を使用して非アクティブなモバイルユーザーの不要なデータの有効
期限が切れるメカニズムを盛り込みます。
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7. Lambda 関数は、他のサードパーティ サービスとのやり取り、または カスタムフローで
他の AWS サービスの呼び出しを処理します。これは、クライアントへの GraphQL レス
ポンスの一部になります。
8. DynamoDB ストリームは項目レベルの変更をキャプチャし、Lambda 関数によって、さ
らに他のデータソースを更新できるようにします。
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9. Lambda 関数は DynamoDB と Amazon ES の間のストリーミングデータを管理します。そ
の結果、お客様は、データソースと GraphQL のタイプおよびオペレーションを論理的に
結合できるようにします。
10. Amazon Pinpoint は、ユーザーセッションや、アプリケーションに関する洞察のカスタ
ムメトリクスなど、クライアントの分析をキャプチャします
11. Amazon Pinpoint は、収集された分析に基づき、すべてのユーザー/デバイス またはタ
ーゲットとなるサブセットにメッセージを配信します。メッセージは、カスタマイズ
して、プッシュ通知、E メール、または SMS チャネルで送信できます。
設定に関するメモ:
•
•

ジョブに対して、最適なリソースを使用していることを確認するために、異なるメモリ
やタイムアウト設定で Lambda 関数のパフォーマンステスト 3 を行います。
DynamoDB テーブルを作成するときはベストプラクティス 4 に従い、AWS AppSync が
GraphQL スキーマから自動的にプロビジョンすることを検討してください。この場合
は、分散されたハッシュキーを使用してオペレーションのインデックスを作成します。
適切な応答時間になるように、読み込み/書き込みキャパシティーとテーブルパーティ
ショニングを計算します。

16

Amazon Web Services

サーバーレスアプリケーションレンズ

•

AWS AppSync の サーバー側データキャッシュを使用してアプリケーションエクスペリエ
ンスを最適化します。それ以降の API に対するクエリリクエストはすべてキャッシュか
ら返されるため、TTL の有効期限が切れるまでデータソースに直接アクセスすることは
されません。

•

Amazon ES ドメインを管理するときは、ベストプラクティス 5 に従います。また、
Amazon ES は、ここでも適用されるシャードとアクセスパターンに関して、設計時には
包括的なガイド 6を提供します。

•

リゾルバで設定された AWS AppSync の Fine-Grained-Access-Control を使用して、必要に応
じて GraphQL リクエストをユーザー単位またはグループ単位のレベルにフィルタリング
します。AWS AppSync を使用した AWS IAM または Cognito ユーザープールの認可に適用
できます。

•

アプリケーションを作成して AWS の複数のサービスと統合するには、AWS Amplify およ
び Amplify CLI を使用します。Amplify ツールチェーンは、スタックのデプロイと管理も
行います。

d
e
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ビジネスロジックがほとんど必要とされない低レイテンシー要件の場合、Amazon Cognito フェ
デレーションアイデンティティは、ユーザーのプロフィール写真のアップロード時、ユーザー
をスコープとして Amazon S3 からメタデータファイルを取得する際など、モバイルアプリケー
ションから直接 AWS サービスと通信できるように、スコープ認証情報を提供します。
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ストリーム処理

リアルタイムストリーミングデータの取り込みおよび処理を行うには、アクティビティ追跡、
トランザクション注文処理、クリックストリーム分析、データクレンジング、メトリクス生
成、ログフィルタリング、インデックス作成、ソーシャルメディア分析、および IoT デバイス
データテレメトリと測定といった、さまざまなアプリケーションをサポートするためのスケー
ラビリティおよび低レイテンシーが必要です。これらのアプリケーションは、多くの場合、扱
いづらく、1 秒あたり数千イベントを処理します。
AWS Lambda と Amazon Kinesis を使用することで、自動的にスケールするサーバーレスストリー
ムプロセスを構築できます。サーバーをプロビジョニングまたは管理する必要はありません。
AWS Lambda によって処理されるデータについては、DynamoDB に保存して、後で分析すること
ができます。
特徴
•

インスタンス、サーバー、またはその両方を管理することなく、完全なサーバーレスア
ーキテクチャを作成して、ストリーミングデータを処理したいと考えています。

•

Amazon Kinesis Producer Library (KPL) を使用して、データプロデューサーの観点からデー
タの取り込みを処理したいと考えています。
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リファレンスアーキテクチャ
ここでは、ストリーム処理の一般的なシナリオをご紹介します。これは、ソーシャルメディア
データ分析のリファレンスアーキテクチャです。

d
e
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h

図 3: ストリーム処理のリファレンスアーキテクチャ

1. データプロデューサーは、Amazon Kinesis Producer Library (KPL) を使用して、Kinesis スト
リームにソーシャルメディアのストリーミングデータを送信します。Kinesis API を活用
した Amazon Kinesis Agent とカスタムデータプロデューサーも使用できます。

2. Amazon Kinesis ストリームはデータプロデューサーにより生成されたリアルタイムのス
トリーミングデータを収集、処理、分析します。ストリームに取り込まれたデータはコ
ンシューマーで処理することができます。この場合、Lambda になります。
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3. AWS Lambda は単独のイベント/呼び出しとして取り込まれたデータの配列を受信するス
トリームのコンシューマーとして機能します。Lambda 関数でさらなる処理が実行され
ます。変換されたデータは永続的ストレージに保存されます。この場合、DynamoDB に
なります。
4. Amazon DynamoDB は AWS Lambda と統合できるトリガーなど、高速で柔軟な NoSQL デ
ータベースサービスを提供します。これにより、データはどこでも使用することができ
ます。
5. ビジネスユーザーはソーシャルメディアのトレンドデータからインサイトを収集するた
めに、DynamoDB の上でレポートインターフェイスを活用します。
設定に関するメモ:
•

高い取り込みレートに対応するためには、Kinesis ストリームの再シャーディング時に、
ベストプラクティス 7 に従います。 ストリーム処理に対する同時実行数は、シャードの
数と並列化係数によって決まります。よってスループット要件に応じて調整ください。

•

バッチ処理、ストリームの分析、その他の有用なパターンについては、ストリーミング
データソリューションのホワイトペーパー 8を参照してください。
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•

KPL を使用していない場合には、Kinesis API は取り込み時に正常に処理されたレコード
と、正常に処理されなかった両方のレコード 9を返すため、PutRecords のようなアトミ
ックでない操作の部分的な失敗を考慮してください。

•

重複したレコード 10 が発生する可能性があるため、コンシューマーとプロデューサーの
両方について、アプリケーション内での再試行回数と冪等性の両方を活用する必要があ
ります。

•

取り込まれたデータを継続的に Amazon S3、Amazon Redshift、または Amazon ES にロー
ドする必要があるときには、Lambda で Kinesis Firehose を使用することを考慮してくだ
さい。

•

標準 SQL を使用して、ストリーミングデータをクエリ実行し、その結果のみ Amazon
S3、Amazon Redshift、Amazon ES、または Kinesis Streams にロードする必要がある場合
は、Lambda で Kinesis Analytics を使用することを考慮してください。

•

AWS Lambda ストリームベースの呼び出し 11 はバッチサイズ、シャードあたりの同時実
行数、より詳細なストリームプロセスのモニタリングなどに対応しているため、このベ
ストプラクティスに従ってください。

•

AWS Lambda の最大再試行回数、レコードの最長有効期間、関数エラーに対するバッチ
の二分化、および失敗時の送信先エラーコントロール を使用して、より障害耐性のあ
るストリーム処理アプリケーションを構築します。

v
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ウェブアプリケーション

d
e

通常、ウェブアプリケーションには一貫性、安全性、信頼できるユーザーエクスペリエンスを
確保するために、厳しい要件が課されています。高可用性、グローバル展開、数千または将来
的な数百万のユーザーにスケールできる能力を確保するために、企業では予測される最大需要
のウェブリクエストに対応するため、大幅な超過リソースの確保を余儀なくされてきました。
こうした理由で、企業は膨大なサーバー環境や追加的なインフラストラクチャコンポーネント
の管理を強いられることがよくありました。また、こうしたことが原因で高額の投資が必要に
なったり、リソースを確保するために、リードタイムがかかったりするのが難点でした。
AWS でサーバーレスコンピューティングを使用することにより、画一的なサーバー管理のため
の負担を強いられたり、プロビジョニングリソースに確信がないまま見込みでサービスを開始
したり、無駄なリソースにお金を費やしたりすることなく、ウェブアプリケーションスタック
全体をデプロイできます。また、セキュリティ、信頼性、またはパフォーマンスに妥協する必
要はありません。
特徴
•

わずか数分で高水準の耐障害性と可用性とともに、グローバルに展開できるスケーラブ
ルなウェブアプリケーションを探しています。
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•

妥当な応答時間で一貫性のあるユーザーエクスペリエンスを求めています。

•

共通のプラットフォームの管理に関連する重大な負担を制限するために、自身のプラッ
トフォーム用にマネージドサービスをできるだけ活用する術を模索しています。

•

無駄なリソースにお金を費やすのではなく、実際のユーザーの需要に基づいて、コスト
を最適化したいと考えています。

•

セットアップ と運用が容易で、後に最小限の影響で拡張が可能なフレームワークの作成
を希望しています。

リファレンスアーキテクチャ

d
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図 4: ウェブアプリケーションのリファレンスアーキテクチャ

1. このウェブアプリケーションのコンシューマーは地理的に集中することも、またはワー
ルドワイドになることも想定されます。Amazon CloudFront を活用することで、キャッ
シングと最適なオリジンルーティングによりこれらのコンシューマーでより良いパフォ
ーマンスのエクスペリエンスが得られるだけではなく、バックエンドへの無駄な呼び出
しを制限します。
2. Amazon S3 はウェブアプリケーションの静的アセットをホストし、CloudFront を通じて
安全に供給されます。
3. Amazon Cognito ユーザープール は、ウェブアプリケーションにユーザー管理機能と ID
プロバイダー機能を提供します。
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4. Amazon S3 によって提供された静的コンテンツは、コンシューマーによってダウンロー
ドされるため、多くのシナリオでは、動的コンテンツはアプリケーションに送信する
か、アプリケーションで受信する必要があります。たとえば、ユーザーがフォームを介
してデータを送信する場合、Amazon API Gateway はこれらの呼び出しを実行し、ウェブ
アプリケーションを通じて表示されるレスポンスを返す安全なエンドポイントとして機
能します。
5.

AWS Lambda 関数は、作成、読み取り、更新、削除 (CRUD) のオペレーションをウェブ
アプリケーション向けに DynamoDB 上で実行します。

6. Amazon DynamoDB は、ウェブアプリケーションのトラフィックに応じて伸縮自在にス
ケールするバックエンド NoSQL データストアを提供します。

d
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設定に関するメモ:
•

AWS にサーバーレスのウェブアプリケーションフロントエンドをデプロイするためのベ
ストプラクティスに従ってください。その詳細については、運用上の優秀性の柱をご覧
ください。詳細は、「運用上の優秀性の柱」を参照してください。

•

シングルページアプリケーション(SPA)の場合、S3 オブジェクトのバージョニング、
CloudFront キャッシュの失効、細かく調整されたコンテンツ TTL を活用して、デプロイ
上の変更を反映させます。

•
•
•

•

v
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認証と認可については、「セキュリティの柱」の推奨事項を参照してください。

ウェブアプリケーションバックエンドに関する推奨事項については、RESTful マイクロサ
ービスのシナリオ を参照してください。

パーソナライズされたサービスを提供するウェブアプリケーションの場合は、アクセス
許可を持つ異なるユーザーセットの範囲を制限するために、API Gateway の使用量プラ
ン 12 だけでなく、Amazon Cognito ユーザープールも活用できます。たとえば、プレミア
ムユーザーは API コール でより高いスループットを得られたり、追加の API や追加のス
トレージにアクセスしたりできるといったものです。
アプリケーションでこのシナリオで説明されていない検索機能が使用されている場合は
「モバイルバックエンドのシナリオ」を参照してください。

Well-Architected フレームワークの柱
このセクションでは、定義、ベストプラクティス、質問、考慮事項、サーバーレスアプリケー
ションのソリューションを構築する際に関係のある主要な AWS サービスなど、それぞれの柱に
ついて解説します。
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ここでは煩雑になるのを避けるため、サーバーレスワークロードに固有の Well-Architected フレ
ームワークの質問のみを選出しました。アーキテクチャの設計時には、このドキュメントに含
まれていない質問についても考慮する必要があります。AWS Well-Architected Framework ホワイ
トペーパーを一読されることをお勧めします。

運用上の優秀性の柱
運用上の優秀性の柱には、ビジネス価値を提供して、継続的にサポートプロセスと手順を改善
するためにシステムを実行し、モニタリングする能力が該当します。

d
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定義

クラウド内での運用上の優秀性について 3 つの領域のベストプラクティスがあります。
•

準備

•

運用

•

進化

v
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プロセス、ランブック、ゲームデイなどに関し、Well-Architected フレームワークで解説される
内容に加えて、サーバーレスアプリケーションで運用上の優秀性を実践するために、目を向け
るべき固有の分野があります。
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ベストプラクティス

準備
このサブセクションに含まれるサーバーレスアプリケーションに固有のオペレーションプラク
ティスはありません。
運用

OPS 1: サーバーレスアプリケーションの状態をどのように理解しますか ?

メトリクスとアラート
動作を理解して適切な場所にカスタムメトリクスを追加できるように、使用する予定の AWS の
すべてのサービスについて、すべての Amazon CloudWatch メトリクスとディメンションを理解
して、計画を立てることが重要です。
Amazon CloudWatch は、 自動化されたサービスおよびサービスごとのダッシュボード を提供
し、使用する AWS サービスの主要メトリクスを理解するのに役立ちます。カスタムメトリクス
の場合は、 Amazon CloudWatch Embedded Metric Format を使用して、サーバーレスアプリケー
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ションのパフォーマンスに影響を与えることなく、CloudWatch によって非同期的に処理される
メトリクスのバッチを記録します。
以下は、ダッシュボードを作成しているか、メトリクスに関して新規および既存のアプリケー
ションの計画を作成しようとしているのかに関係なく、使用できるガイドラインです。
•

•

ビジネスメトリクス
o

ビジネス KPI はビジネスの目的におけるアプリケーションのパフォーマンスを測定
します。ビジネス全体に（収益的な観点でなくとも）、いつ甚大な影響が及ぼさ
れているか知るためにとても重要となります。

o

例: 注文の受理、デビッド/クレジットカードのオペレーション、航空券の購入な
ど。

o

•

v
i
h

カスタマーエクスペリエンスはその UI/UX の全体的な効果を示すだけではなく、ア
プリケーションの特定のセクションで変更や異常がカスタマーエクスペリエンス
に影響を及ぼしているかどうかも示します。時間の経過における影響および顧客
基盤を通してどのようにそれが拡大しているかを理解するときの異常値を防ぐ回
数をパーセンタイル値で測定。
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•
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カスタマーエクスペリエンスのメトリクス

例: 認知可能なレイテンシー、商品をカートに追加する/決済するまでの時間、ペー
ジのロード時間など。

システムメトリクス
o

ベンダーとアプリケーションメトリクスは、前のセクションの根本的な要因を実
証するために重要となります。また、これらはシステムが正常か異常か、あるい
は顧客がすでに利用しているかなどを示します。

o

例:HTTP のエラーあるいは成功のパーセンテージ、メモリの使用率、関数の継続時
間/エラー/スロットリング、キューの長さ、ストリームレコードの長さ、統合レイ
テンシーなど。

運用メトリクス
o

運用メトリクスは、与えられたシステムの持続可能性および運用性を理解するた
めに同じく重要であり、時間の経過によって安定性がどのように向上あるいは低
下したかを正確に示すためには欠かせません。

o

例: チケットの回数
(成功/失敗の消化数)、当直担当者が呼び出された回数、可用性、CI/CD パイプライ
ンの統計 (成功/失敗したデプロイ、フィードバック回数、サイクルタイムおよびリ
ードタイムなど)。
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アラームは個別と集約の両方のレベルで設定する必要があります。個別のレベルの例では
Lambda からの Duration メトリクスや、API 経由で呼び出された場合の API Gateway からの
IntegrationLatency のアラームです。これはアプリケーションの異なるパーツが、異なるプロフ
ァイルを持つ可能性があるためです。通常よりはるかに長い時間、関数が実行されるようにす
る不適切なデプロイは、この例ですぐに特定できます。
集約レベルの例としては、以下のメトリクスでのアラームの発行が挙げられますが、それらに
限定されません。
•

AWS Lambda: Duration、Errors、Throttling、 ConcurrentExecutions。ストリームベースの呼
び出しの場合、 IteratorAge のアラーム。非同期呼び出しの場合、 DeadLetterErrors のア
ラーム。

•

Amazon API Gateway: IntegrationLatency、Latency、5XXError

•

Application Load Balancer: HTTPCode_ELB_5XX_Count、RejectedConnectionCount、
HTTPCode_Target_5XX_Count、UnHealthyHostCount、LambdaInternalError、
LambdaUserError

•

AWS AppSync: 5XX と Latency

•

Amazon SQS: ApproximateAgeOfOldestMessage

•

•
•
•
•
•
•
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Amazon Kinesis Data Streams: ReadProvisionedThroughputExceeded、
WriteProvisionedThroughputExceeded、GetRecords.IteratorAgeMilliseconds、
PutRecord.Success、PutRecords.Success （Kinesis Producer Library を使用している場合）、
および GetRecords.Success

Amazon SNS: NumberOfNotificationsFailed、NumberOfNotificationsFilteredOutInvalidAttributes

Amazon SES: Rejects, Bounces、Complaints、Rendering Failures

AWS Step Functions: ExecutionThrottled、ExecutionsFailed、ExecutionsTimedOut

Amazon EventBridge: FailedInvocations、ThrottledRules
Amazon S3: 5xxErrors, TotalRequestLatency

Amazon DynamoDB: ReadThrottleEvents、WriteThrottleEvents、SystemErrors、
ThrottledRequests、UserErrors
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集中管理、構造化されたロギング
アプリケーションのロギングを 標準化して、トランザクション、相関識別子、コンポーネント
間のリクエスト識別子、およびビジネス上の成果に関する運用情報を発行します。この情報を
使用して、ワークロードの状態に関する任意の質問に回答します。
JSON を出力として使用する構造化ロギングの例を次に示します。
{

d
e

"timestamp":"2019-11-26 18:17:33,774",
"level":"INFO",
"location":"cancel.cancel_booking:45",
"service":"booking",
"lambda_function_name":"test",
"lambda_function_memory_size":"128",
"lambda_function_arn":"arn:aws:lambda:eu-west-1:
12345678910:function:test",
"lambda_request_id":"52fdfc07-2182-154f-163f-5f0f9a621d72",
"cold_start": "true",
"message":{
"operation":"update_item",
"details:":{
"Attributes":{
"status":"CANCELLED"
},
"ResponseMetadata":{

c
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"RequestId":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"HTTPStatusCode":200,
"HTTPHeaders":{
"server":"Server",
"date":"Thu, 26 Nov 2019 18:17:33 GMT",
"content-type":"application/x-amz-json-1.0",
"content-length":"43",
"connection":"keep-alive",
"x-amznrequestid":"G7S3SCFDEMEINPG6AOC6CL5IDNVV4KQNSO5AEMVJF66Q9ASUAAJG",
"x-amz-crc32":"1848747586"
},
"RetryAttempts":0
}
}
}
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}

集中ロギングは、サーバーレスアプリケーションログの検索と分析に役立ちます。構造化ロギ
ングを使用すると、アプリケーションの状態に関する任意の質問に答えるクエリを簡単に得る
ことができます。システムが大きくなり、より多くのログが取り込まれる場合は、適切なログ
レベルとサンプリングメカニズムを使用して、DEBUG モードでログの一部を記録することを検
討してください。
分散トレース
非サーバーレスアプリケーションと同様に、異常はより大きな規模の分散システムで発生する
可能性があります。サーバーレスアーキテクチャの性質上、分散トレースを備えていることが
重要です。
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サーバーレスアプリケーションを修正した場合にも、伝統的なワークロードのように、デプロ
イ管理、変更管理、リリース管理といった多くの原則を伴います。ただし、これらの原則は、
既存のツール群に多少の変更を加えることで達成できるでしょう。

v
i
h

AWS X-Ray を使用したアクティブトレースは、分散トレース機能と、さらに迅速なトラブルシ
ューティングを可能にするビジュアルサービスマップを提供するために有効にする必要があり
ます。X-Ray はパフォーマンスの低下を検出し、レイテンシーディストリビューションなど、異
常を迅速に把握するのに役立ちます。
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A

図 7: 2 つのサービスを視覚化した AWS X-Ray サービスマップ

サービスマップは、認知性と回復性のプラクティスを必要とする統合ポイントを理解するのに
も役立ちます。統合呼び出しでは、障害がダウンストリームサービスに伝播するのを防ぐため
に、再試行、バックオフ、場合によってはサーキットブレーカーが必要です。
もう 1 つの例は、ネットワークの異常です。デフォルトのタイムアウトと再試行設定に依存し
ないでください。代わりに、ソケットの読み取り / 書き込みタイムアウトが発生した場合に失
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敗するように調整します。これは、特定のクライアントでデフォルトが分ではなく秒になる場
合があるためです。
X-Ray は、アプリケーション内の異常を識別する際の効率を向上させることができる 2 つの強力
な機能 (サブセグメントと注釈) も提供します。
サブセグメントは、アプリケーションロジックがどのように構築され、どのような外部依存関
係と通信する必要があるかを理解するのに役立ちます。注釈は、AWS X-Ray によって自動的に
インデックスが作成される文字列、数値、またはブール値を使用したキーと値のペアです。
これらを組み合わせると、特定のオペレーションやビジネストランザクションのパフォーマン
ス統計をすばやく特定できます。たとえば、データベースのクエリにかかる時間や、大量の人
員がいる写真の処理にかかる時間などです。
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図 8: ## で始まるサブセグメントを持つ AWS X-Ray トレース
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d
e

図 9: カスタム注釈でグループ化された AWS X-Ray トレース
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OPS 2: アプリケーションライフサイクル管理にはどのようにアプローチしますか ?

プロトタイピング
コードによるインフラストラクチャ管理を使用して、プロトタイプが必要な新機能のために、
一時的な環境を作成し、完了後にその環境を削除できます。チームのサイズや組織内のオート
メーションレベルに応じて、チームごと、または開発者ごと、専用アカウントを使用できま
す。
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一時的な環境では、マネージドサービスを使用する際の忠実度が高くなり、制御レベルが向上
し、ワークロードが意図したとおりに統合および動作することの信頼性が得られます。
設定管理 では、ログレベルやデータベース接続文字列など、頻繁ではない変更に環境変数を使
用します。機能の切り替えなどの動的設定には AWS System Manager パラメータストアを使用
し、AWS Secrets Manager を使用して機密データを保存します。
テスト
テストは一般的に単体テスト、統合テスト、および受け入れテストを通じて行われます。堅牢
なテスト戦略を開発することで、様々な負荷と条件下でサーバーレスアプリケーションをエミ
ュレートできます。
単体テストは非サーバーレスアプリケーションの場合と同じである必要があり、このため、変
更の必要なくローカルで実行できます。
統合テストでは、自身でコントロールできないサービスをモック化すべきではありません。サ
ービスは変化し、予期しない結果を引き起こすことを想定すべきだからです。結合テストは、
実際のサービスを使用して実行するのが望ましいと言えます。これは、サーバーレスアプリケ
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ーションが本番のリクエストを処理するときに使用するのとまったく同じ環境を提供できるた
めです。
受け入れテストまたはエンドツーエンドのテストの主な目標は、エンドユーザーが利用できる
外部インターフェイスでエンドユーザーのアクションをシミュレートすることであるため、一
切の変更なしに実行する必要があります。したがって、ここで認識すべき固有の推奨事項はあ
りません。
一般的に、Lambda と AWS Marketplace で利用可能なサードパーティー製のツールは、パフォー
マンステスト実行コンテキストでテストハーネスとして使用できます。ここでは、パフォーマ
ンステスト時に注意すべきいくつかの考慮事項について説明します。

d
e

•

呼び出しにかかった最大メモリ使用量や初期化期間などの メトリクスは、CloudWatch
ログで確認できます。詳細については、パフォーマンスの柱セクションを参照してくだ
さい。

•

Lambda 関数が Amazon Virtual Private Cloud(VPC) 内で実行されている場合は、サブネット
内で利用可能な IP アドレス空間に注意してください。

•

ハンドラーを分割して個別の関数にモジュール化されたコードを作成することで、より
単体テストがし易くなります。

•

•
•

c
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Lambda 関数の静的コンストラクタ/初期化コード (つまり、グローバルスコープ、ハン
ドラー外部) 内で参照される外部の接続確立コード (リレーショナルデータベースへの接
続プールなど) を用いることで、 もし Lambda の実行環境が再使用された場合には、外
部接続の閾値に達しないように調整できます。
パフォーマンステストがアカウントの現在の制限を超えなければ、DynamoDB オンデマ
ンドテーブルを使用してください。
パフォーマンステスト中に、ここにリストされていない他のサービス制限がサーバーレ
スアプリケーションにかかっている可能性があることを考慮します。

デプロイ
コードによるインフラストラクチャ管理とバージョン管理をすると、変更とリリースの追跡を
有効にします。開発ステージと本稼働ステージを別々の環境に分離します。これにより、手動
プロセスに起因するエラーが軽減され、制御レベルが向上し、ワークロードが意図したとおり
に動作することの確信を得ることができます。
AWS SAM や Serverless Framework などのサーバーレスフレームワークを使用して、サーバーレ
スアプリケーションのモデル化、プロトタイプ、構築、パッケージ化、デプロイを行います。
コードによるインフラストラクチャとフレームワークを使用すると、サーバーレスアプリケー
ションとその依存関係をパラメータ化して、隔離されたステージと AWS アカウント間のデプロ
イを容易にすることができます。
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たとえば、CI/CD パイプライン Beta ステージは、次のリソースを Beta AWS アカウントで作成で
き、また別々のアカウントのそれぞれのステージ (Gamma、Dev、Prod) に対しても同様に作成
できます: OrderAPIBeta、OrderServiceBeta、OrderStateMachineWorkflowBeta、OrderBucketBeta、
OrderTableBeta。
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図 10: 複数のアカウントの CI/CD パイプライン

本稼働環境にデプロイする場合は、all-at-once よりも安全なデプロイ方式を選択します。これ
は、Canary または線形デプロイでは、新しい変更が徐々にエンドユーザーに移行するためで
す。デプロイの検証、ロールバック、およびアプリケーションに必要なすべてのカスタマイズ
でより高度な制御を取得するために、CodeDeploy フック (BeforeAllowTraffic、AfterAllowTraffic)
とアラーム機能を使用します。
また、Synthetics トラフィック、カスタムメトリクス、アラートの使用をロールアウトのデプロ
イの一部として組み合わせることもできます。これにより、カスタマーエクスペリエンスに影
響を与えている可能性のある新しい変更によるエラーを積極的に検出できます。
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図 5:AWS CodeDeploy Lambda のデプロイとフック
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進化

このサブセクションに含まれるサーバーレスアプリケーションに固有のオペレーションプラク
ティスはありません。
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AWS のサービス

運用上の優秀性に関する主な AWS サービスには、AWS Systems Manager パラメータストア、
SAM、CloudWatch、AWS CodePipeline、AWS X-Ray、Lambda および API Gateway などがありま
す。

リソース

運用上の優秀性のため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&ブログ
•
•

API Gateway ステージ変数

13

Lambda 環境変数 14

•

AWS SAM CLI 15

•

X-Ray レイテンシー分散 16

•

X-Ray を使用した Lambda ベースのアプリケーションのトラブルシューティング 17
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•

System Manager(SSM) パラメータストア

•

サーバーレスアプリケーションの継続的デプロイブログ投稿 19

•

SamFarm:CI/CD の例 20

•

CI/CD を使用したサーバーレスアプリケーションの例

•

アラートとダッシュボードを自動化するサーバーレスアプリケーションの例

•

Python 用 CloudWatch 埋め込みメトリクス形式ライブラリ

•

Node.js 用 CloudWatch 埋め込みメトリクス形式ライブラリ

•

トレース、構造化ログ記録、カスタムメトリクスを実装するサンプルライブラリ

•

AWS の全般的な制限

•

Stackery: マルチアカウントのベストプラクティス

AWS での継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践 21

サードパーティツール
•
•
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ホワイトペーパー
•

18
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サーバーレス開発者用ツールページ サードパーティーを含む 22
Stelligent: 運用メトリクス用 CodePipeline ダッシュボード

セキュリティの柱

セキュリティの柱には、リスクの評価と軽減戦略を通して、ビジネス価値を提供しながら、情
報、システム、アセットを保護する方法が含まれます。

定義

クラウド上のセキュリティには、次の 5 つのベストプラクティスの領域があります。
•
•

ID およびアクセス管理

発見的統制

•

インフラストラクチャ保護

•

データ保護

•

インシデントへの対応
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サーバーレスはオペレーティングシステムパッチやバイナリ管理などのインフラストラクチャ
管理タスクを排除することで、今日におけるセキュリティ上最大の懸念に対応します。サーバ
ーレスではないアーキテクチャに比べて攻撃領域は縮小されますが、Open Web Application
Security Project(OWASP) とアプリケーションセキュリティのベストプラクティスは引き続き適用
されます。
このセクションの課題は、攻撃者によるアクセス権の取得や、不正使用につながる誤った設定
によるアクセス許可の悪用といった具体的な方法に対処することができるように作成されてい
ます。このセクションで説明する方法はお使いのクラウドプラットフォーム全体のセキュリテ
ィに大きく影響するため、慎重に検証するだけではなく、頻繁に見直す必要があります。
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AWS Well-Architected フレームワークからのプラクティスが引き続き適用されるため、インシデ
ントへの対応カテゴリについてはこのドキュメントで説明していません。

ベストプラクティス

v
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h

ID およびアクセス管理

SEC 1: サーバーレス API への認証・認可はどのようにしていますか？

c
r
A

API がよく攻撃者の対象とされるのは、API から重要なデータが取得できることと API を実行で
きるオペレーションがあることがその理由です。このような攻撃に対する防御としては、いく
つかのセキュリティ上のベストプラクティスがあります。
認証/認可の観点からは、現在のところ API Gateway 内で API コールを許可するための 3 つのメ
カニズムがあります。
•
•
•
•

AWS_IAM 認可

Amazon Cognito ユーザープール

API Gateway Lambda オーソライザー
リソースポリシー

まず、上記のメカニズムが実装されているか、およびその実装方法を理解します。現在 AWS 環
境内にいるコンシューマー、または環境にアクセスするための AWS Identity and Access
Management (IAM) 一時認証情報を取得できるコンシューマーの場合、AWS_IAM 認可を活用し
て、セキュリティが API を呼び出すように該当する IAM ロールに最小限の権限を持つアクセス
許可を追加します。
次に示すのは、このコンテキストにおける AWS_IAM 認可を表す図です。
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図 10: AWS_IAM 認可

既存の ID プロバイダー (IdP) を現在持っているコンシューマーの場合、API Gateway Lambda オー
ソライザーを活用して、IdP に対するユーザーを認可/検証するための Lambda 関数を呼び出し
ます。ID メタデータに基づくカスタム検証ロジックに Lambda オーソライザーを使用できま
す。
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Lambda オーソライザーは、ベアラートークンによって届けられた追加情報を送信したり、バッ
クエンドサービスにコンテキスト値をリクエストしたりすることができます。たとえば、オー
ソライザーはユーザー ID、ユーザー名、およびスコープを含むマップを返すことができます。
Lambda オーソライザーを使用することで、バックエンドはユーザーの業務データに認可トーク
ンをマッピングしなくてもよくなるため、このような情報を認可機能にだけ開示するように制
限できます。
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図 6:API Gateway Lambda オーソライザー

IdP を持っていないコンシューマーに対しては、Amazon Cognito ユーザープールを活用して、ビ
ルトインのユーザー管理を提供するか、あるいは Facebook、Twitter、Google+ や Amazon などの
外部の ID プロバイダーを使用して統合することができます。
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これはモバイルバックエンドシナリオでよく見られ、既存のソーシャルアカウントを使用して
ユーザーの認可を行うことも、E メールアドレス/ユーザー名で登録やサインインもできます。
また、このアプローチは OAuth スコープ を介した詳細な認可も提供しています。

Figure 7:Amazon Cognito ユーザープール
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API Gateway API キー機能はセキュリティメカニズムではないため、パブリックの API の開発し
ているのでなければ、認可に使用するべきではありません。この機能は主にコンシューマーの
API における使用率を追跡するために使われ、また、このセクションで前に説明したオーソラ
イザーに加えて使用することができます。
Lambda オーソライザーを使用する場合、認証情報または一切の機密データをクエリ文字列パラ
メータあるいはヘッダーを介して渡さないことを強くお勧めします。そうしないとシステムが
解放され、不正使用される恐れがあります。
Amazon API Gateway のリソースポリシーは、指定された AWS プリンシパルが API を呼び出せる
かどうかを制御するために API にアタッチできる JSON ポリシードキュメントです。

d
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このメカニズムによって、以下のように API コールを制限できます。
•

指定された AWS アカウントのユーザー、または任意の AWS IAM アイデンティティ

•

指定されたソース IP アドレス範囲または CIDR ブロック

•

指定された仮想プライベートクラウド (VPC) または VPC エンドポイント (任意のアカウ
ント)

v
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リソースポリシーを使用すると、特定の IP 範囲がある既知のクライアントまたは別の AWS ア
カウントから送信されるリクエストのみを許可するなどの一般的なシナリオを実行できます。
プライベート IP アドレスからのアクセスを制限するなら、代わりに API Gateway プライベート
エンドポイント機能を使用します。

c
r
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図 14: IP CIDR に基づいた Amazon API Gateway リソースポリシー

プライベートエンドポイントを使用すると、API Gateway は VPC 内のサービスとリソースへのア
クセスを制限することや、Direct Connect を介して所有のデータセンターに接続するサービスや
リソースへのアクセスを制限することができます。

プライベートエンドポイントとリソースポリシーを組み合わせると、1 つの API を特定のプライ
ベート IP 範囲内での特定のリソースの呼び出しに制限することができます。この組み合わせ
は、同じアカウントまたは別のアカウントにある内部のマイクロサービスによく使用されま
す。
大規模なデプロイおよび複数の AWS アカウントでは、組織において API Gateway オーソライザ
ークロスアカウントを活用し、メンテナンスをしやすく、またセキュリティの実践を一元化で
きます。たとえば、API Gateway には別々のアカウントで Cognito ユーザープールを使用できる
機能があります。また、Lambda オーソライザーは別々のアカウントで作成して管理でき、API
Gateway で管理する複数の API 間で再利用することもできます。どちらのシナリオにおいて
も、API 間で認可プラクティスを標準化する目的の複数のマイクロサービスをデプロイするこ
とが一般的です。
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図 15: API Gateway のクロスアカウントオーソライザー

SEC 2: Lambda 関数の AWS サービスへのアクセスはどのように境界制御をしています
か？
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Lambda 関数がアクセスできる内容に関しては、最低限のアクセス権限を付与し、指定のオペレ
ーションを実行するために必要な権限のみに限定して許可することが推奨されます。必要以上
のアクセス許可をロールにアタッチすることは、不正使用にシステムを解放するようなもので
す。
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従って、限定されたアクティビティを実行するより小さな関数を使用することは、セキュリテ
ィ上でさらに Well-Architected なサーバーレスアプリケーションとなります。IAM ロールに関し
ては、複数の Lambda 関数内で 1 つの IAM ロールを共有することは最低限のアクセス権限とい
う規則に反する可能性があります。
発見的統制
セキュリティ/フォレンジックから規制および法的要件という幅広い理由から、ログ管理は
Well-Architected な設計の重要な一面となります。
同様に、使用されるプログラミング言語に関わらず、攻撃者は依存関係で見られる既知の脆弱
性を悪用できるため、アプリケーションの依存関係まで脆弱性を追跡することは重要です。
アプリケーションの依存関係の脆弱性スキャンに関しては、数多くの商用ソリューションとオ
ープンソースソリューションがあります (CI/CD パイプラインに統合できる OWASP 依存関係チ
ェックなど)。
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AWS SDK を含むすべての依存関係をバージョン管理リポジトリに含めることが重要です。
インフラストラクチャ保護
サーバーレスアプリケーションには管理するインフラストラクチャはありませんが、仮想プラ
イベートクラウド (VPC) またはオンプレミス上にあるアプリケーションにデプロイされた他の
コンポーネントとのやりとりが必要になるシナリオがあるかもしれません。
Lambda 関数は、VPC 内のリソースにアクセスできるように設定できます。AWS Well-Architected
フレームワークで説明されているベストプラクティスを参照して全てのレイヤーのトラフィッ
クを制御してください。コンプライアンス上の理由からアウトバウンドトラフィックフィルタ
リングを必要とするワークロードの場合は、非サーバーレスアーキテクチャに配備される場合
と同様にプロキシを使用できます。

d
e

ネットワーキングの境界 をアプリケーションコードレベルでのみ適用し、アクセスできるリソ
ースに関する指示を与えることは、関心ごとの分離の観点から、推奨されません。
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サービス間の通信 では、静的キーよりも AWS IAM を使用した一時的な認証情報などの動的認証
を優先します。API Gateway と AWS AppSync はどちらも IAM 認証をサポートしており、AWS サ
ービスとの通信を保護するのが理想的です。
データ保護
サーバーレスアプリケーションの設計によっては、ログに機密データが含まれている可能性が
あるため、 API Gateway アクセス ログを有効に して、必要なもののみを選択することを検討し
てください。したがって、サーバーレスアプリケーションを通過するすべての機密データを暗
号化することが推奨されます。詳細については、データの保護セクションを参照してくださ
い。
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API Gateway と AWS AppSync では、すべての通信、クライアント、統合で TLS を採用していま
す。HTTP ペイロードは転送時に暗号化されますが、URL の一部に含まれるリクエストパスやク
エリ文字列は暗号化されない場合があります。この結果、もし標準出力に送信した場合、
CloudWatch Logs を通じて機密データが意図せず露出してしまうことがあります。
さらに、不正形式の入力や傍受された入力は、システムへのアクセスを取得するため、あるい
は誤動作を引き起こすための攻撃ベクトルとして使用される場合もあります。機密データは、
AWS Well-Architected フレームワークで詳しく解説されているように、できる限り、全レイヤー
で常時保護することを推奨します。上記のホワイトペーパーの推奨事項は、ここでも引き続き
適用されます。
API Gateway に関して、機密データは、HTTP リクエストとして送信される前にクライアント側
で暗号化するか、または、HTTP POST リクエストのペイロードとして送信するかのいずれかが
推奨されます。これに加え、所定のリクエストを行う前に、機密データを含む可能性のあるす
べてのヘッダーを暗号化することも推奨されます。
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Lambda 関数あるいは API Gateway を伴うすべてのインテグレーションに関して、機密データ
は、全ての処理やデータ操作の前に暗号化する必要があります。これにより、選択された永続
ストレージでのデータ露出や、あるいは CloudWatch Logs によって、ストリーム送信され永続化
された標準出力を介してデータが露出した場合に漏洩を防止することができます。
このドキュメントですでに説明したシナリオのとおり、Lambda 関数は DynamoDB 、 Amazon ES
または Amazon S3 のいずれかに、永続化時に暗号化データとして保管できます。HTTP リクエス
トパス/クエリ文字列の一部であれ、Lambda 関数の標準出力であれ、暗号化されていない機密
データを送信、ロギング、保存することは避けるように強くお勧めします。
機密データが暗号化されないままで、 API Gateway のロギングを有効にすることも同じく推奨
されません。発見的統制サブセクションで説明したように、このような場合は API Gateway の
ロギングを有効にする前に、コンプライアンスチームに相談してください。
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SEC 3: ワークロードにどのようにアプリケーションセキュリティを実装しますか ?
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AWS Well-Architected フレームワークで説明されているように、AWS セキュリティ速報および業
界の脅威インテリジェンスによって作成されたセキュリティアウェアネスドキュメントを確認
します。アプリケーションのセキュリティに関する OWASP ガイドラインは引き続き適用され
ます。
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インバウンドイベントを検証してサニタイズし、サーバーレス以外のアプリケーションの場合
と同様にセキュリティコードレビューを実行します。入力の検証では、最初のステップとし
て、設定された JSON スキーマリクエストモデル、および URI の必須パラメータ、クエリにリク
エストが従っていることを確認したうえで、API Gateway の基本的なリクエスト検証のセットア
ップを行ってください。アプリケーション固有の詳細な検証は、これが Lambda 関数、ライブ
ラリー、フレームワーク、あるいはサービスに分離されているかに関係なく個々に実装する必
要があります。
データベースのパスワードや API キーなどのシークレットを、ローテーション可能で、セキュ
アで監査されたアクセスを許可するシークレットマネージャー に保存します。Secrets Manager
では、監査を含むシークレットに対してきめ細かなポリシーを許可します。

AWS のサービス

セキュリティのための主要な AWS サービスは、Amazon Cognito、IAM、Lambda、CloudWatch
Logs、AWS CloudTrail、AWS CodePipeline、Amazon S3、Amazon ES、DynamoDB、Amazon Virtual
Private Cloud(Amazon VPC) です。
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リソース
セキュリティに関する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&ブログ
• Amazon S3 を使用した Lambda 関数用の IAM ロールの例

23

•

API Gateway リクエストの検証

•

API Gateway Lambda オーソライザー 25

•

Amazon Cognito フェデレーティッドアイデンティティを使用した API アクセスの保護、
ならびに Amazon Cognito ユーザープールと Amazon API Gateway 26

•

AWS Lambda への VPC アクセスの設定

•

Squid プロキシを使用した VPC アウトバウンドトラフィックのフィルタリング 28

•

Lambda での AWS Secrets Manager の使用

•

AWS Secrets Manager を使用したシークレットの監査

•

OWASP 入力検証チートシート

•

24
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AWS サーバーレスセキュリティワークショップ

ホワイトペーパー
• OWASP 安全コーディングのベストプラクティス 29
•

AWS セキュリティのベストプラクティス

30

パートナーソリューション
• PureSec サーバーレスセキュリティ
•
•
•
•

Twistlock サーバーレスセキュリティ 31
Protego サーバーレスセキュリティ
Snyk- 商用脆弱性データベースと依存関係チェック 32
Lambda と API Gateway で Hashicorp Vault を使用する

サードパーティツール
• OWASP 脆弱性依存関係チェック

33
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信頼性の柱
信頼性の 柱には、インフラストラクチャやサービスの障害からの復旧、必要に応じた動的なコ
ンピューティングリソースの獲得、設定ミスや一時的なネットワークの問題に対する障害軽減
などのシステムの機能が含まれています。

定義
クラウド上での信頼性には、3 つのベストプラクティスの領域があります。
•

基盤

•

変更管理

•

障害管理
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信頼性を確保するには、システムには十分に計画された基盤と適切なモニタリングが実施され
ている必要があり、需要や要件に応じた変更を行うメカニズムと不正な DoS 攻撃を防御するメ
カニズムを備えている必要があります。システムは障害を発見するように設計されていること
が推奨され、また自動的に自己修復できることが理想的です。

ベストプラクティス
基盤

c
r
A

REL 1: インバウンドリクエスト率はどのように規制されていますか ?

スロットリング
マイクロサービスアーキテクチャでは、API のコンシューマーが別々のチームに属している場
合や組織外にいる場合があります。これにより、不明なアクセスパターンによる脆弱性、およ
びコンシューマーの認証情報が漏洩するリスクが生じます。リクエスト数がロジック/バックエ
ンドで処理できる量を超えると、サービス API が潜在的に影響を受ける場合があります。
また、データベースの行の更新や API の一部として S3 バケットに新しいオブジェクトが追加さ
れるなど、新しいトランザクションをトリガーするイベントは、サーバーレスアプリケーショ
ンを通じて追加の実行をトリガーします。
スロットリングは、サービスコントラクトによって確立されたアクセスパターンを実施する
API レベルで有効にする必要があります。リクエストアクセスパターン戦略を定義すること
は、コンシューマーがリソースレベルまたはグローバルレベルでサービスをどのように使用す
べきかを確立する上で重要です。
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API 内で適切な HTTP ステータスコードを返すことで (スロットリングの 429 など)、コンシュー
マーが適切なバックオフと再試行の実装により、スロットリングアクセスを調整することがで
きます。
より詳細なスロットリングと使用量の計測においては、グローバルスロットリングの他に、使
用量プラン付きの API キーをコンシューマーに発行すると、API Gateway が想定外の動作に対し
てアクセスパターンを強制できるようになります。また、API キーは、個々のコンシューマー
が疑わしいリクエストを実行した場合に、管理者によってアクセスを遮断するプロセスを簡易
化します。
API キーを取得する一般的な方法は、開発者ポータルを通じて行われます。これによって、サ
ービスプロバイダーとなるお客様にコンシューマーとリクエストに関連付けられた追加のメタ
データが提供されます。アプリケーション、連絡先情報、およびビジネス領域/目的などをキャ
プチャして、DynamoDB などの堅牢なデータストアに保存することができます。これにより、
コンシューマーの追加的な検証とアイデンティティによるログ追跡が可能になり、また、互換
性を破る変更を伴うアップグレード/問題があった場合にコンシューマーに連絡できるようにな
ります。
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セキュリティの柱で説明したように、API キーはリクエストを認可するためのセキュリティメ
カニズムではないため、API Gateway で利用可能な認可オプションのいずれかと組み合わせて使
用することを推奨します。
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特定のワークロードは、Lambda のように高速でスケールしない場合があるため、サービス障害
から保護するために同時実行数の管理が必要となることがあります。同時実行数の管理 では、
特定の Lambda 関数の同時呼び出し数の割り当てを制御することができ、個別の Lambda 関数レ
ベルで設定できます。

個別の関数で設定された同時実行数を超える Lambda の呼び出しは AWS Lambda サービスによっ
てスロットリングされ、その結果はイベントソースによって異なります。同期呼び出しは HTTP
429 エラーを返し、非同期呼び出しはキューに挿入されて再試行となり、ストリームベースの
イベントソースはレコードの有効期限が切れるまで再試行されます。
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図 16: AWS Lambda の同時実行数制御
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同時実行数を制限することは、次のシナリオで特に役立ちます。
•

機密性の高いバックエンド やスケーリング制限がある統合システム

•

同時実行数制限が適用されることのあるデータベース接続プール制約 (リレーショナル
データベースなど)

•
•
•
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クリティカルパスサービス: 同じアカウント内の制限において、優先度が高い Lambda 関
数 (認可など) に対する優先度の低い関数 (バックオフィスなど)がある場合

異常なイベントにおいて Lambda 関数を無効化する (同時実行数 = 0) 機能

求められる同時実行を制限して、分散サービス妨害 (DDoS) 攻撃に対して防御する

Lambda 関数の 同時実行コントロールは、同時実行設定を超えてスケールすることを制限し、
さらに、アカウントの予約された同時実行プールから引き出すのを制限します。
非同期処理の場合、Kinesis Data Streams を使用して、Lambda 関数の同時実行制御ではなく、1
つのシャードで同時実行を効果的に制御します。これにより、シャードの数や並列化係数を増
やす柔軟性が得られ、Lambda 関数の同時実行数を増やすことができます。
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図 8: 同期および非同期リクエストの同時実行制御
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REL 2: サーバーレスアプリケーションでの耐障害性をどのように組み込んでいますか？

非同期呼び出しとイベント
非同期呼び出しは HTTP レスポンスにおけるレイテンシーを低減します。複数の同期呼び出し
と長時間の待機サイクルは、タイムアウトや再試行ロジックの妨げとなるコードの「ロック」
につながる場合があります。
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イベント駆動型アーキテクチャは、コードのストリーミング非同期実行を可能にし、それによ
りコンシューマーの待機サイクルを限定的にします。これらのアーキテクチャは、通常、ビジ
ネス機能を実行する複数のコンポーネントにわたって、キュー、ストリーム、pub/sub、
Webhooks、ステートマシン、およびイベントルールマネージャを使用して非同期的に実装され
ます。
ユーザーエクスペリエンスは非同期呼び出しで分離されます。フロントエンドシステムは、全
体的な実行が完了するまでエクスペリエンス全体をブロックするのではなく、最初のリクエス
トの一部として参照 / ジョブ ID を受け取り、リアルタイムの変更をサブスクライブするか、レ
ガシーシステムでは、追加の API を使用してステータスをポーリングします。この分離によ
り、フロントエンドが、レスポンスを部分的または完全に利用できるときには、リクエストを
している間や、アプリケーションの部分的な遅延読み込みをしている間に、イベントループ、
並列実行、または平行実行などの技法を使用して、より効率的に動作させることができます。
また、フロントエンドは、再試行方法の調整やキャッシュの利用でより堅牢になるにしたがっ
て、非同期呼び出しにおける主要素となります。フロントエンドは、異常や一時的な条件、ネ
ットワークや劣化した環境などが原因で、SLA の許容範囲でレスポンスを受信できない場合に
は実行中のリクエストを停止することができます。
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または、同期呼び出しが必要な場合、合計実行時間が API Gateway または AWS AppSync の最大
タイムアウトを超え ないようにするために、最低限推奨されます。外部サービス（AWS Step
Functions など）を使用して、複数のサービス間のビジネストランザクションを調整し、状態を
制御し、リクエストのライフサイクルに沿って発生するエラー処理を処理します。
変更管理
これは AWS Well-Architected フレームワークで説明 されています。サーバーレスに関する具
体的な情報は、運用上の優秀性の柱にあります。
障害管理
サーバーレスアプリケーションの一定数は、pub/sub および他のパターンを介し、イベント駆
動型で、様々なコンポーネントに非同期呼び出しを行うことを求められます。非同期呼び出し
が失敗した場合、それをキャプチャし、できる限り再試行することが推奨され、再試行しない
場合、データが失われることがあります。さらに、その結果がカスタマーエクスペリエンスを
低下させることがあります。
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Lambda 関数の場合、突発的なワークロードの増大がバックエンドを高負荷にしないよう、
Lambda クエリに再試行ロジックを構築します。また、関数コード内で Lambda のログライブラ
リーを活用して、CloudWatch Logs にエラーを記録します。これらの記録は、カスタムメトリク
スとして取得できます。詳細については、運用上の優秀性の柱セクションを参照してくださ
い。Lambda Destinations を使用して、エラー、スタックトレース、再試行に関するコンテキス
ト情報を SNS トピックや SQS キューなどの専用のデッドレターキュー (DLQ) に送信します。ま
た、これらの障害が発生したイベントを対象となるサービスに再発行するために、分離したメ
カニズムとしてポーリングする仕組みを作ることも推奨されます。
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AWS SDK では、他の AWS のサービスと通信するときに、デフォルトでほとんどのケースにおい
て十分なバックオフおよび再試行メカニズムを提供しています。ただし、必要に応じて、特に
HTTP キープアライブ、接続、ソケットのタイムアウトを確認して調整します。
サーバーレスアプリケーション内のカスタマイズされた try/catch、バックオフ、再実行の量を
最小限に抑えるために、可能な限り Step Functions を使用することが推奨されます。詳細につい
ては、コスト最適化の柱セクションをお読みください。Step Functions 統合を使用して、失敗し
たステートの実行と、その状態を DLQ に保存します。
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図 9:Step Functions ステートマシンと DLQ ステップ

PutRecords(Kinesis) や BatchWriteItem(DynamoDB) などの非アトミックオペレーションでは部分
的な障害が発生することがあります。これは、少なくとも 1 つのレコードが正常に取り込まれ
た場合に成功を返すためです。このようなオペレーションを使用するときは、常にレスポンス
を検査し、プログラムによって部分的な失敗に対処します。
Kinesis または DynamoDB ストリームから取得する場合は、レコードの最長有効期間、最大再試
行回数、失敗時の DLQ、関数エラー時のバッチの二分化などの Lambda エラー処理コントロー
ルを使用して、アプリケーションにさらなる障害耐性を構築します。
トランザクションベースで特定の保証や要件に依存する同期処理の場合、Saga パターン 34 で記
述された失敗したトランザクションのロールバックも、Step Functions のステートマシンを使用
して達成できます。これは、アプリケーションのロジックを分離および単純化します。
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図 10:Yan Cui による Step Functions の Saga パターン
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制限

Well-Architected フレームワークで説明されている内容 に加えて、バーストおよびスパイクが発
生するユースケースの制限を確認することを検討してください。たとえば、API Gateway と
Lambda では、定常のリクエスト率とバーストリクエスト率に異なる制限があります。可能な場
合はスケーリングレイヤーと非同期パターンを使用し、負荷テストを実行して、現在のアカウ
ント制限が実際の顧客の需要を維持できるようにします。
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AWS のサービス

信頼性に優れた主な AWS サービスは、AWS Marketplace、Trusted Advisor、CloudWatch Logs、
CloudWatch、API Gateway、Lambda、X-ray、Step Functions、Amazon SQS、および Amazon SNS で
す。

リソース

セキュリティに関する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&ブログ
• Lambda の制限 35
•

API Gateway の制限

•

Kinesis Streams の制限 37

•

DynamoDB の制限 38

36

48

Amazon Web Services

サーバーレスアプリケーションレンズ

•

Step Functions の制限

•

エラー処理パターン 40

•

Lambda を使用したサーバーレスのテスト 41

•

Lambda 関数ログのモニタリング 42

•

Lambda のバージョニング 43

•

API Gateway のステージ

•

AWS での API の再試行

•

Step Functions のエラー処理 46

•

X-Ray 47

•

Lambda DLQ 48

•

API Gateway と Lambda でのエラー処理パターン 49

•

Step Functions の待機状態 50

•

Saga パターン

•
•
•
•
•
•
•

39

44

45

d
e

v
i
h

51

c
r
A

Step Functions を使用した Sagapattern の適用 52

Serverless Application Repository App-DLQ Redriver

AWS SDK での再試行とタイムアウトの問題のトラブルシューティング
ストリーム処理のための Lambda 耐障害性コントロール
Lambda Destinations

Serverless Application Repository App-Event Replay

Serverless Application Repository App- イベントストレージとバックアップ

ホワイトペーパー
• AWS でのマイクロサービス
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パフォーマンス効率の柱

パフォーマンス効率の柱は、要求に合わせたコンピューティングリソースの効率的な使用と、
需要の変化や技術の進化に合わせたその効率性の維持に重点を置いています。
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定義
クラウドでのパフォーマンス効率は、次の 4 つの領域で構成されます。
•

選択

•

レビュー

•

モニタリング

•

トレードオフ

高パフォーマンスのアーキテクチャを選択するために、データ駆動型アプローチを採用しま
す。ハイレベルな設計からリソースタイプの選択と設定まで、アーキテクチャのあらゆる側面
についてデータを収集します。定期的に選択内容を見直すことで、常に進化している AWS クラ
ウドを最大限に活かすというメリットが得られます。
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モニタリングにより、期待するパフォーマンスからの逸脱を認識して、それに対するアクショ
ンをとることができます。最後に、圧縮またはキャッシュなどを使用するか、整合性要件を緩
和することで、アーキテクチャのトレードオフを通じてパフォーマンスを向上させることがで
きます。
PER 1: サーバーレスアプリケーションのパフォーマンスをどのように最適化しています
か?

選択

c
r
A

定常レートとバーストレートを使用して、サーバーレスアプリケーションでパフォーマンステ
スト を実行します。結果を使用して、キャパシティーユニットを調整し、変更後の負荷テスト
を試して、最適な設定を選択できるようにしてください。
•
•

Lambda: CPU、ネットワーク、およびストレージの IOPS が比例的に割り当てられるた
め、異なるメモリ設定をテストします。

API Gateway: 地理的に分散した顧客には Edge エンドポイントを使用します。リージョン
のお客様や、同じリージョン内で他の AWS サービスを使用する場合は、リージョンを
使用します。

•

DynamoDB: 予測不可能なアプリケーショントラフィックにはオンデマンドを使用し、一
定のトラフィックにはプロビジョニングモードを使用します。

•

Kinesis: 複数のコンシューマーシナリオで、コンシューマーごとの専用の入力 / 出力チャ
ネルに拡張ファンアウトを使用します。Lambda を使用した低ボリュームのトランザク
ションには、拡張バッチウィンドウを使用します。
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必要な場合にのみ Lambda 関数への VPC アクセスを設定します。VPC 対応 Lambda 関数がインタ
ーネットにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイをセットアップします。WellArchitected フレームワークで説明されているように、高可用性とパフォーマンスを実現するた
めに、複数のアベイラビリティーゾーンにまたがる NAT ゲートウェイを設定します。
API Gateway エッジ最適化 API は、完全マネージド型の CloudFront ディストリビューションを提
供し、地理的に分散したコンシューマーのアクセスを最適化します。API リクエストは、最も
近い CloudFront 接続ポイント (POP) にルーティングされるため、通常は接続時間が短縮されま
す。
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図 11: エッジ最適化 API Gateway のデプロイ

API Gateway リージョンエンドポイントは CloudFront ディストリビューションを提供せず、デフ
ォルトで HTTP2 を有効にします。これにより、リクエストが同じリージョンから送信される場
合の全体的なレイテンシーを削減できます。リージョン別エンドポイントでは、独自の Amazon
CloudFront ディストリビューションまたは既存の CDN を関連付けることもできます。
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図 21: リージョンエンドポイント API Gateway のデプロイ
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エッジ最適化された API か、リージョン API エンドポイントかを判断するには、以下の表を参
照してください。
エッジ最適化
API

c
r
A

API は、リージョン間でアクセスされます。API Gateway で管理
された CloudFront ディストリビューションが含まれます。

リージョン API
エンドポイン
ト

X

API は同じリージョン内でアクセスされます。API がデプロイ
されているのと同じリージョンから API にアクセスした場合の
リクエストレイテンシーは最小です。

X

独自の CloudFront ディストリビューションを関連付ける機能

X
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この決定ツリーは、Lambda 関数を VPC にデプロイするタイミングを決定するのに役立ちます。
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図 12: VPC に Lambda 関数をデプロイするためのディシジョンツリー

最適化
サーバーレスアーキテクチャが組織的に成長するにつれて、さまざまなワークロードプロファ
イルで一般的に使用されている特定のメカニズムがあります。パフォーマンステストであって
も、SLA や要件を常に念頭に置いて、アプリケーションのパフォーマンスを向上させるために
設計のトレードオフを考慮する必要があります。
API Gateway と AWS AppSync キャッシュを有効にして、該当するオペレーションのパフォーマン
スを向上させることができます。同様に、DAX で読み取りレスポンスを大幅に向上し、グロー
バルおよびローカルのセカンダリインデックスで DynamoDB のフルスキャンオペレーションを
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回避することができます。これらの詳細やリソースは、モバイルバックエンドシナリオで説明
されています。
API Gateway キャッシュに加えて、コンテンツのエンコードでは、API クライアントは、API リク
エストへのレスポンスで送り返される前にペイロードを圧縮するようにリクエストできます。
これにより、API Gateway から API クライアントに送信されるバイト数が削減され、データ転送
にかかる時間が短縮されます。API 定義でコンテンツのエンコードを有効にするだけでなく、
圧縮をトリガーする最小レスポンスサイズを設定することもできます。デフォルトでは、API
でコンテンツエンコードのサポートは有効になっていません。
通信経路で使用されるダウンストリームサービスでの一時的な問題を考慮して、平均の実行値
より数秒長く関数のタイムアウトを設定することを推奨します。これは、Step Functions のアク
ティビティ、タスク、SQS メッセージの可視性を使用する場合にも適用されます。

d
e

AWS Lambda でデフォルトのメモリ設定とタイムアウトを選択すると、パフォーマンス、コス
ト、運用手順で望ましくない影響が生じる可能性があります。
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タイムアウトを平均実行時間より大幅に長く設定すると、コードの誤動作時、関数の実行時間
が長くなるため、コストが高くなり、関数の呼び出し方法によっては同時実行の制限に達する
可能性があります。
関数の単一の正常実行時間に等しいタイムアウトを設定すると、サーバーレスアプリケーショ
ンは、一時的なネットワークの問題やダウンストリームサービスでの何らかの異常が生じたと
きに、突然実行の停止がトリガーされる可能性があります。
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負荷テストを実行しないだけでなく、さらに重要なことに、アップストリームサービスを考慮
せずにタイムアウトを設定すると、最初にいずれかの部分がタイムアウトに達するといつでも
エラーとなる可能性があります。

コンテナの再利用、ランタイムに必要なデプロイパッケージサイズの最小化、高速起動用に最
適化されないフレームワークなど、依存関係の複雑さの最小化といった Lambda 関数の 操作に
関する ベストプラクティス 54に従います。他のチームと合意したアプリケーション SLA に影響
を及ぼさないように、99 パーセンタイル値 (P99) を常に考慮する必要があります。
VPC の Lambda 関数の場合、VPC 内の基盤となるリソースのパブリックホスト名の DNS 解決は避
けてください。たとえば、Lambda 関数で VPC 内の Amazon RDS DB インスタンスにアクセスする
場合は、no- publicly-accessible オプションを指定してインスタンスを起動します。
Lambda 関数が実行されると、AWS Lambda は別の Lambda 関数呼び出しに備えて、ランタイム
コンテナを一定期間維持します。これにより、データベース接続や初期化ロジックの確立な
ど、1 回限りのコストの高いオペレーションにグローバルスコープを使用できます。後続の呼
び出しでは、それがまだ有効であるかどうかを確認し、既存の接続を再利用できます。
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非同期トランザクション
顧客はよりモダンでインタラクティブなユーザーインターフェイスを期待 しているため、同期
トランザクションを使用して複雑なワークフローを維持することはできなくなります。必要な
サービスのやり取りが増えるほど、呼び出しを連鎖させることになり、サービスの安定性や応
答時間に関するリスクが増える可能性があります。
最新の UI フレームワーク (Angular.js、VueJS、React など)、非同期トランザクション、クラウド
ネイティブワークフローは、コンポーネントの分離と、プロセスやビジネスドメインへの集中
を支援するだけでなく、お客様の需要を満たす持続可能なアプローチを提供します。
これらの非同期トランザクション（またはイベント駆動型アーキテクチャとして記述されるこ
とも多い）は、クライアントがレスポンスのロックと待機（I/O ブロック）に制約するのではな
く、クラウド内でダウンストリームの後続のコレオグラフィイベントを開始します。非同期ワ
ークフローでは、データ取り込み、ETL オペレーション、注文/リクエストフルフィルメントな
ど、さまざまなユースケースを処理します。
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これらのユースケースでは、データは到達時に処理され、変更時に取得されます。統合と非同
期処理の最適化パターンを学習できる 2 つの一般的な非同期ワークフローのベストプラクティ
スについて説明します。

サーバーレスデータ処理
サーバーレスなデータ処理ワークフローでは、データはクライアントから Kinesis に取り込まれ
(Kinesis エージェント、SDK、または API を使用)、Amazon S3 に到達します。
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新しいオブジェクトは、自動的に実行される Lambda 関数から開始されます。この関数は一般
的に、さらなる処理のためにデータを変換またはパーティション化するために使用され、
DynamoDB などの他の送信先、またはデータが最終的な形式である別の S3 バケットに保存され
る場合があります。
データ型によって変換が異なる場合があるため、最適なパフォーマンスを得るために、変換を
別々の Lambda 関数に細かく分割することを推奨します。このアプローチでは、データ変換を
並列して実行し、スピードを上げると同時にコストを削減する柔軟性が得られます。
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図 23: 非同期データの取り込み

Kinesis Data Firehose では、Lambda の代わりに使用できるネイティブ データ変換を利用できま
す。この変換 では、Apache ログ / システムログのレコードを CSV、JSON、Parquet または ORC
に変換するための追加のロジックは必要ありません。
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ステータス更新を伴うサーバーレスイベント送信
e コマースサイトがあり、ユーザーが注文を送信すると、在庫調整と出荷プロセス、または、
応答に数分かかる大規模なクエリを送信するエンタープライズアプリケーションが開始される
とします。
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この共通のトランザクションを完了するために必要なプロセスでは、複数のサービス呼び出し
が必要であり、完了までに数分かかる場合があります。また、これらのコールでは、再試行や
エクスポネンシャルバックオフを追加することで障害から未然に保護しようと考えています。
これによって、完了を待つユーザーにとってユーザーエクスペリエンスが最適ではなくなるこ
とがよくあります。

このような長くて複雑なワークフローの場合は、API Gateway または AWS AppSync を Step
Functions と統合できます。これにより、新規の認可済み承認されたリクエストによってこのビ
ジネスワークフローが開始されます。Step Functions は、呼び出し元（モバイルアプリ、SDK、
ウェブサービスなど）に実行 ID を即座に応答します。
レガシーシステムの場合、実行 ID を使用して、別の REST API 経由で Step Functions のビジネス
ワークフローステータスをポーリングできます。WebSocket では、REST と GraphQL のいずれを
使用している場合でも、ワークフローの各ステップで更新を提供することで、ビジネスワーク
フローのステータスをリアルタイムで受け取ることができます。
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図 24:Step Functions ステートマシンによる非同期ワークフロー
もう 1 つの一般的なシナリオは、スケーリングレイヤーとして API Gateway を SQS または
Kinesis と直接統合することです。Lambda 関数は、呼び出し元から追加のビジネス情報またはカ
スタムリクエスト ID 形式が予期される場合にのみ必要です。
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図 25: スケーリングレイヤーとしてキューを使用する非同期ワークフロー

この 2 番目の例では、SQS は複数の目的を果たしています。

1. リクエストレコードを永続的に保存することが重要です。これはクライアントが、リク
エストが順番に処理されていることを確認しながら確実にワークフロー全体を続行でき
るようにするためです。
2.

一時的にバックエンドに負荷がかかるようなイベントのバースト時には、リソースが
使用できるようになってからリクエストをポーリングして処理することができます。

注意: キューを使用しない最初の例と比較して、Step Functions はキューやステート追跡用のデ
ータソースを必要とせずにデータを永続的に保存しています。どちらの例でも、ベストプラク
ティスはクライアントがリクエストを送信した後、できる限り非同期ワークフローを追跡し、
レスポンス結果待ちがブロックコードになるのを避けることです。

WebSockets では、AWS AppSync は GraphQL サブスクリプションを介してこの機能をすぐに利用
できます。サブスクリプションを使用すると、承認されたクライアントは、関心のあるデータ
ミューテーションをリッスンできます。これはストリーミングデータや、複数のレスポンスが
生じる可能性のあるデータにとって理想的です。
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AppSync を使用することで、ステータスが DynamoDB 内で変更されると、クライアントは自動
的にサブスクライブしているため、発生のたびに更新を受信することができます。これはデー
タ駆動型ユーザーインターフェイスには最適なパターンです。
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図 26:AppSync および GraphQL を使用したウェブソケット経由の非同期更新

ウェブフックは、SNS トピックの HTTP サブスクリプションで実装できます。コンシューマー
は、イベント発生時（Amazon S3 に到着するデータファイルなど）に SNS が POST メソッドを介
してコールバックする HTTP エンドポイントをホストできます。クライアントがエンドポイン
トをホストできる、別のマイクロサービスとして構成できる場合は、このパターンは最適で
す。または、 Step Functions は、特定のタスクのレスポンスを受け取るまでステートマシンがブ
ロックするコールバック をサポートします。
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図 27:SNS を使用した Webhook 経由の非同期通知

最後に、複数のクライアントが常に API をポーリングしてステータスを確認するため、ポーリ
ングはコスト面とリソース面の両方からコストがかかることもあります。環境の制約のために
ポーリングが唯一の選択肢である場合、ベストプラクティスは顧客と SLA を締結して「空のポ
ーリング」数を制限することです。
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図 28: 直近のトランザクションでの更新をポーリングするクライアント
たとえば、大きなデータウェアハウスのクエリがレスポンスに平均で 2 分かかる場合、もしク
ライアントがデータ利用できないならば、エクスポネンシャルバックオフを使用して、最長で
も 2 分間隔で API をポーリングします。クライアントが意図した以上に頻繁なポーリングとな
らないようにする一般的なパターンは 2 つあります。スロットリングと、安全に再度ポーリン
グできる時刻を決めるタイムスタンプです。

d
e

v
i
h

タイムスタンプについては、ポーリングされるシステムが、コンシューマーがもう一度ポーリ
ングできるようになるタイムスタンプまたは期間を示す特別なフィールドを返します。このア
プローチは、コンシューマーがこれを尊重して適切に使用するという善意のシナリオに基づい
ており、不正使用を考慮する場合にはスロットリングも採用してさらに完全に実装することも
できます。
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レビュー

サーバーレスアプリケーションに該当するパフォーマンスの効率性については、AWS WellArchitected フレームワークのホワイトペーパーで レビューエリアのベストプラクティスをご覧
ください。

モニタリング

サーバーレスアプリケーションに該当するパフォーマンスの効率性については、AWS WellArchitected フレームワークのホワイトペーパーでモニタリングエリアのベストプラクティスを
ご覧ください。

トレードオフ

サーバーレスアプリケーションに該当するパフォーマンスの効率性については、AWS WellArchitected フレームワークのホワイトペーパーでトレードオフエリアのベストプラクティスを
ご覧ください。
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AWS のサービス
パフォーマンス効率向けの主な AWS サービスは、DynamoDB Accelerator、API Gateway、Step
Functions、NAT ゲートウェイ、Amazon VPC、および Lambda です。

リソース
セキュリティに関する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&ブログ
• AWS Lambda よくある質問

d
e

55

•

AWS Lambda 関数を使用する際のベストプラクティス 56

•

AWS Lambda: 仕組み 57

•

Understanding Container Reuse in AWS Lambda 58

•

Amazon VPC 内のリソースにアクセスできるように Lambda 関数を構成する

•

API キャッシュを有効にして応答性を強化する 60

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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DynamoDB グローバルセカンダリインデックス 61
Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 62
開発者ガイド :Kinesis Streams 63
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Java SDK: パフォーマンス向上の設定

Node.js SDK:HTTP キープアライブを有効にする
Node.js SDK: インポートの向上

Amazon SQS キューと AWS Lambda を使用した高スループット
拡張ファンアウトによるストリーム処理パフォーマンスの向上
Lambda パワーチューニング

Amazon DynamoDB のオンデマンドモードとプロビジョニングモードを使用するタイミ
ング

•

Amazon CloudWatch Logs Insights を使用したログデータの分析

•

複数のデータソースと AWS AppSync の統合

•

Step Functions サービスの統合
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•

キャッシュパターン

•

サーバーレスアプリケーションの構築

•

Amazon Athena と AWS Glue のベストプラクティス

コスト最適化の柱
コストの最適化の柱には、システムのライフサイクル全体に及ぶシステムの改良と改善の継続
的なプロセスが含まれます。PoC (概念実証) の極めて早い段階の初期設計から本番環境の継続
的な運営に至るまで、本書のプラクティスを実践することで、ビジネスの成果を得られコスト
を最小限に抑える、コストに配慮したシステムを構築および運用できるようになります。それ
により、お客様のビジネスで投資収益率を最大化することができるようになります。

定義
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クラウド上でのコストの最適化には、次の 4 つのベストプラクティスの領域があります
•

コスト効率に優れたリソース

•

需要と供給の一致

•
•

c
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費用の把握

継続した最適化

他の柱と同様に、考慮すべきトレードオフがあります。たとえば、最適化する必要があるのは
市場投入までのスピードですか、またはコストですか。 場合によっては、目先のコスト最適化
に注力するのではなく、迅速な市場投入、新機能の提供、または単純に期日の遵守といった、
スピードの最適化が最善であることがあります。
設計上の決定は、検証されたデータに基づくのではなく、スピード重視で行われる場合があり
ます。コストが最適化されたデプロイのためにベンチマークに多く時間を費やすよりも、「万
が一」を想定して過補償した方が良いと思える場合があるためです。
この結果、過剰にプロビジョニングされ、最適化されていないデプロイがよく発生します。以
下のセクションでは、デプロイにおける初期コストの最適化および継続的なコストの最適化に
ついての技術的および戦略的なガイダンスを示します。
一般的に、サーバーレスアーキテクチャでは、いくつかのサービス(AWS Lambda など) でアイド
ル中に料金が発生しないという事実から、コストを削減する傾向があります。ただし、特定の
ベストプラクティスに従いトレードオフを行うことで、このようなソリューションのコストを
さらに削減できるようになります
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ベストプラクティス
コスト 1: コストをどのように最適化しますか ?

コスト効率に優れたリソース
サーバーレスアーキテクチャは、正しいリソース割り当ての面において、より管理が容易で
す。使用分ごとの料金モデルと、需要に基づいてスケールできる機能が、アーキテクチャの設
計時に決定しなければならないことの数を減らしてくれます

d
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運用上の優秀性とパフォーマンスの柱で取り上げられている ように、サーバーレスアプリケー
ションを最適化することは、それがもたらす価値とそのコストに直接影響します。
Lambda はメモリに基づいて CPU、ネットワーク、およびストレージの IOPS を比例的に割り当
てるため、実行速度が速くなるほど、課金増分ディメンションが 100 ミリ秒であるため、関数
が生成する価値が高くなります。
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需要と供給の一致
AWS サーバーレスアーキテクチャは、需要に基づいてスケールするように設計されているた
め、適用可能なプラクティスはありません。
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費用の把握
AWS Well-Architected フレームワークで解説されているように、クラウドによってもたらされる
優れた柔軟性と俊敏性によって、イノベーションと速いペースの開発、およびデプロイが可能
になります。これにより、オンプレミスのインフラストラクチャのプロビジョニングにおける
手動作業と時間 (ハードウェア仕様の確認、価格見積もりの交渉、発注書の管理、配送のスケジ
ューリング、リソースのデプロイ) が排除されます。
サーバーレスアーキテクチャが成長するにつれ、Lambda 関数、API、ステージ、さらなるアセ
ットの数も増えていきます。これらのアーキテクチャのほとんどは、コストとリソース管理の
観点から予算と予測する必要があります。タグ付けはここで役立ちます。この機能を使用し
て、AWS の請求書からコストを個別の関数や API に配分し、AWS Cost Explorer でプロジェクト
単位のコストを詳細に表示できます。
簡易な実現方法は、あるプロジェクトに属するアセットで同じキーバリュータグを共有し、作
成したタグに基づいてカスタムレポートを作成することです。この機能は、コストの配分だけ
ではなく、どのリソースがどのプロジェクトに属しているかを識別するのにも役立ちます。
継続した最適化
サーバーレスアプリケーションに適用されるコスト最適化については、 時間の経過に伴う最適
化 領域のベストプラクティスについては、「AWS Well-Architected Framework」ホワイトペーパ
ーを参照してください。
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ロギングの取り込みとストレージ
AWS Lambda は CloudWatch Logs を使用して実行時の出力を保存します。これを使用して、実行
時の問題の識別やトラブルシューティング、またサーバーレスアプリケーションのモニタリン
グを行います。これらは、取り込みとストレージという 2 つのディメンションで、CloudWatch
Logs サービスのコストに影響します。
適切なロギングレベル を設定し、不要なログ記録情報を削除して、ログの取り込みを最適化し
ます。環境変数を使用してアプリケーションのログレベルを制御し、DEBUG モードでのサンプ
ルロギングを制御し、必要に応じて追加の洞察を得られるようにします。
新規および既存の CloudWatch Logs グループのログ保持期間 を設定します。ログのアーカイブ
には、ニーズに最適なコスト効率の高いストレージクラスをエクスポートして設定します。

d
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直接統合
Lambda 関数が他の AWS サービスとの統合中にカスタムロジックを実行していない場合、不要
である可能性があります。
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API Gateway、AWS AppSync、Step Functions、EventBridge、および Lambda Destinations は、多数
のサービスと直接統合でき、より多くの価値と運用オーバーヘッドを削減できます。

ほとんどのパブリックサーバーレスアプリケーションは、 マイクロサービスのシナリオで説明
されているように、提供された契約を非依存に実装する API を提供します。
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直接統合が適しているシナリオ の例は、REST API を通じてクリックストリームデータを取り込
むことです。

図 13: Kinesis Firehose を使用してデータを Amazon S3 に送信する

この シナリオでは、API Gateway は受信レコードを Kinesis Data Firehose に取り込み、その後 S3
バケットに保存する前にレコードをバッチ処理する Lambda 関数を実行します。この例では追
加のロジックは必要ないため、API Gateway サービスプロキシを使用して Kinesis Data Firehose と
直接統合できます。
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図 14: AWS サービスプロキシを実装することで、Amazon S3 にデータを送信するためのコスト
を減らす
このアプローチでは、API Gateway に AWS サービスプロキシ機能を実装することで、Lambda の
使用と不要な呼び出しのコストが取り除かれます。ただし、このアプローチは他のサービスで
取り込みの用のシャードを定義する必要が生じるなど、余分な複雑さをもたらす可能性があり
ます。
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レイテンシー低減が必要な場合は、正しい認証情報を持つことで Kinesis Data Firehose に直接デ
ータをストリーミングできますが、抽象化やコントラクトおよび API 機能は劣る可能性があり
ます。
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図 915: Kinesis Firehose SDK を使用して直接ストリーミングすることにより、Amazon S3 へのデ
ータ送信のコストを削減する
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VPC またはオンプレミスの内部リソースに接続する必要があり、カスタムロジックが必要ない
シナリオでは、API Gateway プライベート統合を使用します。
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図 32: VPC 内 Lambda より効率よくプライベートリソースにアクセスするための Amazon API
Gateway プライベート統合機能
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このアプローチでは、API Gateway は入ってくるリクエストを VPC 内の内部ネットワークロード
バランサーに送信し、そこから IP アドレスを使用して任意のバックエンド (同じ VPC 内または
オンプレミス) にトラフィックを転送できます。
このアプローチには、承認、スロットリング、キャッシュメカニズムの利点が追加されたプラ
イベートバックエンドにリクエストを送信するためにホップを追加する必要がないため、コス
トとパフォーマンスの両方の利点があります。
もう 1 つのシナリオは、Amazon SNS がすべての受信者にメッセージをブロードキャストするフ
ァンアウトパターンです。このアプローチでは、不要な Lambda 呼び出しをフィルタリングし
て回避するための追加のアプリケーションロジックが必要です。
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d
e

図 33: メッセージ属性のフィルタリングなしの Amazon SNS

SNS は、メッセージ属性に基づいてイベントをフィルタリングし、より効率的に適切な受信者
にメッセージを配信できます。
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図 34: メッセージ属性のフィルタリングを使用した Amazon SNS

関数の長期的な実行を必要とするものがあります。これらのワークロードでは、一部の関数は
リソースが使用できるようになるまで待機することもあります。この待機状態については、所
定時間を待機させるよう Lambda コードとして実装できますが、代わりに Step Functions を使用
して、待機処理を実装する方法を推奨します。
たとえば、次のイメージでは、AWS Batch ジョブをポーリングし、30 秒ごとにその状態を確認
して、完了したかどうかを確認します。Lambda 関数内にこの待機処理をコーディングする代わ
りに、次を実装します。poll (GetJobStatus) + wait (Wait30Seconds) + decider (CheckJobStatus)。
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図 16:AWS Step Functions で Wait 状態 を実装する
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Step Functions で Wait 状態 を実装しても、さらにコストがかかることはありません。これは、
Step Functions の料金モデルが、状態間の遷移数に基づくものであり、単一状態内の処理時間に
基づくものではないからです。
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図 17:Step Functions サービス統合の同期した待機
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待機する必要がある統合 に応じて、Step Functions では同期的に待機してから次のタスクに移行
できるため、追加の移行を節約できます。
コードの最適化
パフォーマンスの柱で説明されている ように、サーバーレスアプリケーションを最適化するこ
とで、実行ごとに生成される価値を効果的に向上させることができます。
グローバル変数を使用してデータストアや他のサービス/リソースへの接続を維持すると、パフ
ォーマンスが上がり実行時間が短縮されるため、コストもまた削減されます。詳細について
は、パフォーマンスの柱のセクションを参照してください。

マネージドサービス機能を使用すると、実行あたりの値を向上させることができる例として
は、Amazon S3 からオブジェクトの取得とフィルタリングがあります。Amazon S3 から大きなオ
ブジェクトをフェッチするには、Lambda 関数に大量のメモリが必要です。
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図 37: S3 オブジェクト全体を取得する Lambda 関数
上の図 では、Amazon S3 から大きなオブジェクトを取得する場合は、Lambda でのメモリ消費を
増やし、それに伴って (関数が必要なデータを変換、反復、または収集するため) 実行時間が増
えますが、場合によっては実際に必要なのはこの情報の一部のみであることがわかります。
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このことは、3 列が赤 (不要なデータ)、1 列が緑 (必要なデータ) で表されています。Athena SQL
クエリを使用して、実行に必要な詳細情報を収集すると、オブジェクト取得時間や、変換を要
するオブジェクトのサイズが削減されます。
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図 38: Athena を使用した Lambda でのオブジェクト取得

上の図では、Athena をクエリして特定のデータを取得することで、取得するオブジェクトのサ
イズを減らす様子を表しています。また、追加の利点として、Athena はクエリ結果を別の S3
バケットに保存するため、そのコンテンツを再利用できます。さらに、結果が Amazon S3 に到
着するたびに、非同期に Lambda を呼び出すこともできます。
同様のアプローチは、S3 Select を使用しても可能です。S3 Select は、アプリケーションがシン
プルな SQL 式を使用してオブジェクトからデータのサブセットのみを取得できるようにしま
す。前述の Athena を使用した例のように、Amazon S3 から取得するオブジェクトが小さいほ
ど、Lambda 関数の実行時間とメモリ使用量が減ります。
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200 秒
# Download and process all keys
for key in src_keys:

95 秒

response =
s3_client.get_object(Bucket=src_bucket,
Key=key)
contents = response['Body'].read()
for line in contents.split('\n')[:-1]:
line_count +=1
try:
data = line.split(',')
srcIp = data[0][:8]

….

# Select IP Address and Keys
for key in src_keys:

response =
s3_client.select_object_content
(Bucket=src_bucket, Key=key,
expression =
SELECT SUBSTR(obj._1, 1, 8),
obj._2 FROM s3object as obj)
contents = response['Body'].read()
for line in contents:
line_count +=1
try:

d
e

….

図 40: S3 vs S3 Select を使用した Lambda perf stat

リソース
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セキュリティに関する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&ブログ
• CloudWatch Logs Retention 64
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CloudWatch ログを Amazon S3 にエクスポートする 65
Amazon ES への CloudWatch ログのストリーミング 66

Step Functions ステートマシンでの待機状態の定義 67

Coca-Cola Vending Pass State Machine Powered by Step Functions 68
Building high-throughput genomics batch workflows on AWS 69

Simplify your Pub/Sub Messaging with Amazon SNS Message Filtering
S3 Select and Glacier Select

Lambda Reference Architecture for MapReduce
Serverless Application Repository App-CloudWatch Logs グループの保持期間を自動設定
サーバーレスアーキ テクトごとに知っておくべき 10 のリソース

ホワイトペーパー
• サーバーレスアーキテクチャによるエンタープライズのエコノミクスの最適化 70
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まとめ
サーバーレスアプリケーションは開発者の差別化につながらない重労働を大幅に軽減します
が、その一方で適用すべき重要な原則は依然として存在します。
信頼性の面では、定期的に異常系のテストを実行することで、本番環境に達する前に、エラー
を見つける可能性が大きくなります。パフォーマンスでは、顧客の期待から逆算していくこと
で、最適なエクスペリエンスを設計できるようになります。また、AWS にはパフォーマンスを
最適化するためのツールが多数あります。
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コスト最適化 のために、トラフィック需要に応じてリソースのサイズを設定することでサーバ
ーレスアプリケーション内の不要な無駄を削減し、アプリケーションを最適化することで価値
を向上させることができます。オペレーションでは、イベントに呼応して、アーキテクチャの
自動化を目指すことを推奨します。
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最後に、アプリケーションをセキュアにすれば、お客様組織の機密情報資産を保護し、あらゆ
るレイヤーのコンプライアンス要件を満たすようになるでしょう。

サーバーレスアプリケーションの状況は、今後もツールとプロセスが成長と成熟していくエコ
システムの中で、進化していくことでしょう。そうした進化が顕著になったときは、本書を更
新し、皆さんのサーバーレスアプリケーションが Well-Architected となるようお手伝いします。
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