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アジェンダ

• はじめに (3 min)

• スポットインスタンスのおさらい (5 min)

• 各社のスポットインスタンスの活用事例とアーキテクチャのご紹介 (5 

min x3社)

• よくある課題に対してのQAディスカッション (20 min)

• まとめ (2 min)



スポットインスタンスのおさらい



Amazon EC2の購入オプション

オンデマンドインスタンス

長期コミット無し、使用分への支払い(秒単位
/時間単位)。Amazon EC2の定価

スパイクするようなワークロード

リザーブドインスタンス

1年/3年の長期コミットをする代わりに大
幅なディスカウント価格

一定の負荷の見通しがある
ワークロード

スポットインスタンス

Amazon EC2の空きキャパシティを活用し
最大90%値引き。中断あり

中断に強く、かつ様々なインス
タンスタイプを活用できるワー

クロード

EC2インスタンスとしての性能に違いはない



EC2購入オプションをどう組み合わせるか？

一定の負荷が見込めるワークロー
ドには 

リザーブドインスタンス

中断に強く、スケールするワークロー

ドには 

スポットインスンタンス

新規のワークロード、あるいはステート
フルなワークロードには 

オンデマンドインスタンス



スポットインスタンスの特徴

• スポットインスタンスの価格は長期供給と需要に基づいて徐
々に調整される

• スポットインスタンスは AWS によって中断されることがあり、
その際には 2 分前までに通知される

• Amazon EC2の空きキャパシティが使用できなくなったとき

• 指定した価格(「上限価格」)をスポットインスタンス価格が上回ったと
き



スポットプールの分散

• スポットインスタンスを起動するとき、候補となるインスタンスタイ
プ・アベイラビリティゾーンを複数選択することで中断に対するリ
スクを分散できる

• EC2 Auto Scalingのミックスインスタンスグループを活用する



Auto ScalingとEC2フリートの統合：単一ASGにO-D/RI/スポット、
複数インスタンスタイプを指定

            

            

VPC

m4.large Spot Instances

m5.large Spot Instances

c4.xlarge On-Demand instances

Availability 
Zone 1

Availability 
Zone 2

Availability 
Zone3

            

            
現在の設計：単一の
ASGに複数購入オプ
ションや複数のインス
タンスタイプを指定で
きる

Single ASG 

ASG: Auto Scaling Group
O-D: On Demand Instance
RI: Reserved Instance



中断通知→すみやかに後処理を！！

仕掛かり中の処理を退避する
• 途中の計算結果をS3にアップロード

新規処理の受付を停止する
• ELBから登録解除

• コンテナステータスをDRAININGに

• などなど

AMI

pending

running

shutting-down

terminated

中断通知

(2分間の待機)

2分間の活用が
使いこなしのポイント



耐障害性：使いこなすための4原則

ステートレス：
状態を持たせない

再開可能な
ワークロード：
安全な再開

分散：
複数アベイラビリテ
ィゾーンと複数イン
スタンスタイプの活

用

疎結合：
周辺影響の極小化

アプリ アプリ システム システム



スポットインスタンスの活用事例

ビッグデータ コンテナ & test/dev HPC & グリッド ウェブサービス

FINRA はEC2スポットインスタン

スを使うことで、オンプレ比で最
大50%のコスト削減と柔軟性/拡
張性を実現し、数ヶ月の処理を

数日にまで短縮。

Yelp はEC2スポットインスタンス

で毎日数百万のテストを実施。
テスト実行時間を2日から30分
に短縮し、費用も大幅に削減。

TLG Aerospace はEC2スポット
インスタンスを流体(CFD)シミュ
レーションで利用し75%のコスト
削減を実現。コスト削減は顧客

へのメリットにつながった。

AdRoll はEC2スポットインスタン

スを使うことで、世界中のお客
様へシームレスなスケールのイ

ンフラを提供でき、固定費を75%、
運用費を83%削減。



各社のアーキテクチャ紹介



アカツキ様編



自己紹介

氏名：駒井祐人

なにやってる人？
- サーバサイド開発 / SRE

    - ロマサガRS、UNI‘S ON AIRなど

       7タイトルのインフラアーキテクチャ構築

- テクニカルエヴァンジェリスト

    - こういうの

    - 僭越ながらAWS Summit Tokyo 2019登壇

@e__koma





アーキテクチャ図（Spotのみ）



ディー・エヌ・エー様編



　　　　　　　　自己紹介

c5.2xlarge

c5.4xlarge

c5.9xlarge

天野知樹

インフラエンジニア

上司より、
スポットインスタンスを100%活用しつつ、
しかし絶対にサービスは落ちない
安定したシステムを構築しろという
ミッションを受けた人



DeNA のインフラアーキテクチャ
AWS Cloud

VPC

Availability Zone Availability Zone

ELB

CloudFront

Proxy

API

Cache
(memcached)

Worker

Batch
Queue
DNS

Realtime
DB(EC2/Aurora)

Spot 
Instance



DeNA の Spot Instance の使い方

c5.2xlarge

c5.4xlarge

c5.9xlarge

Proxy

AZ 数 IP 数

c5.2xlarge 5 1

c5.4xlarge 5 2

c5.9xlarge 5 4

c5d.9xlarge 5 4

合計 20 -

• セカンダリIPを活用して、サイズに応じた負荷分散を実現
• 使用できるタイプ数が増えたことにより、プール数が増加し安定化向上
• IP 数単位で動くオートスケールを作成し、スポットと統合

API



ドリコム様編



25

自己紹介

・岡田達典

・インフラエンジニアです

・社会人21年目(高卒です)

・直近の趣味は、走ること



Availability Zone 1 Availability Zone 2

VPC

Auto Scaling group (On-Demand c3)

Auto Scaling group (On-Demand m3)

Auto Scaling group (spot c3)

Auto Scaling group (spot m3)

Classic Load Balancer



Availability Zone 1 Availability Zone 2

VPC

Auto Scaling group 
Instance Types：c5,r5,m5

On-Demand Percentage：30%

Availability Zone 3

Application Load Balancer



課題に対してのQAとディスカッション



Q1) “サービス全体で見た時にオンデマンドインスタンス
に比べてどれだけ安くなっていますか？”

(価格変動によっては、購入済みのRIよりも高くなりません
か？)

ぶっちゃけどんだけ安くなるの？



アカツキ様 コスト最適化（Spotのみ）



Q2) “スポットインスタンスって本番環境で本当に使える
んですか？”

スポット中断に対する耐久性



アカツキ様  HealthyHostCountの推移



Q3) “どのようにスポット中断のリスクに対して耐久性を上
げていますか？”

スポット中断に対する耐久性



Q4) “実際に中断が起こってしまった時にどのような処理
を実行していますか？”

中断時のハンドリングについて



Q5) “２分前中断通知後にどのようにログ等を回収してい
ますか？”

中断時のハンドリングについて



Q6) “スポットインスタンスの中断リスクに対してエンジニ
アが常に神経を尖らせているのは精神衛生上良くないが、
どのようにメンタルは対処していますか？”

スポットの中断リスクに対する心構え



Q7) “スポットインスタンスに対して改善して欲しい要望な
どございますか？”

スポットインスタンスへの期待と要望



まとめ



ご参加いただきありがとうございました!


