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本セッションのねらい
・オンプレミスのシステム運⽤経験があり、クラウドでのシステム
運⽤をどのようにするのか検討し始めている⼈、これからする⼈、
またはアプリケーション開発に携わっている⼈でも、運⽤寄りの知
識を知っておきたい⼈が対象

・オンプレミスのシステム運⽤とどのように運⽤の概念が変わるか、
またシステム運⽤に⽤いるAWSサービスの全体像をお伝えし、実際
のシステム運⽤に向けた準備や調査ができるようになること

・セキュリティに関する運⽤、個別のAWSサービスの詳細はお話し
しません
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なぜクラウドを利⽤するのか︖

クラウドでのシステム運⽤のプラクティス

システム運⽤のプラクティスに沿ったAWSサービス活⽤例
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なぜクラウドを利⽤するのか︖



俊敏性と
スタッフの⽣産性

アウトソーシングの変更
EOL HW/SW

すばやくグローバル化
M&A

セキュリティ強化と
運⽤の回復⼒

コスト削減 IoT と AI/ML

クラウドに移⾏するためのビジネス推進要因

データセンター
統合

デジタル
トランスフォーメーション
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クラウド活⽤の道のり(2つのアプローチ⽅法)

初期
プロジェクト 基盤作り 移⾏

①クラウド
ネイティブ

②リフト&シフト
→クラウド最適化

クラウドに最適化した
アプリ開発を⾏っていく

当初からクラウドに最適化した
設計・構築を⾏う

まずはクラウドへ
単純移⾏する

クラウドへ移⾏した後で、
クラウド最適化を⽬指す

価
値

期間



クラウド移⾏で得られるメリット

31%
インフラストラクチャの
平均コスト削減

62%
ITスタッフの
⽣産性の向上

3x
年間提供される
機能追加の数

7x
次に⼤きなクラウドプロバイダー
よりもダウンタイム時間
（Amazon EC2）を短縮

Sources: IDC White Paper | Fostering Business and Organizational Transformation 
to Generate Business Value with Amazon Web Services, sponsored by Amazon, 
Larry Carvalho and Matthew Marden (2018); AWS analysis 

https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%2520IDC%25202018.pdf%3FaliId=1614258770
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https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS-BV%2520IDC%25202018.pdf%3FaliId=1614258770


クラウド移⾏の流れ

評価 移⾏準備と計画 移⾏＆モダナイズ

経験の集約 ⼤規模な移⾏を加速

アセスメントツール

迅速な検出 TCO レポート

ワークショップ

ブリーフィング & 
ワークショップ

Dojo(勉強会)

変更箇所の洗い出し

運⽤の⾒直し

移⾏

モダナイズ

検出と計画
ランディング
ゾーン スキル / CoE 移⾏の経験値

ビジネスケース 移⾏計画 運⽤モデル

セキュリティ
とコンプライ
アンス
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どう実現するか︖

実践
Practice

ツール
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クラウドでの
システム運⽤のプラクティス



どう実現するか︖

実践
Practice

ツール
Tools



実践︓クラウド運⽤への課題と不安

既存構成のリフト&シフトでクラウドに
あった運⽤が出来るだろうか︖

オンプレミスでの経験は豊富だが、
クラウド最適化のための

設計・運⽤のノウハウが無い…



実践︓クラウド運⽤への課題と不安

既存構成のリフト&シフトでクラウドに
あった運⽤が出来るだろうか︖

オンプレミスでの経験は豊富だが、
クラウド最適化のための

設計・運⽤のノウハウが無い…

”AWS Well-Architected Framework”
を参考にしましょう



AWS Well-Architected Framework(W-A) とは?

・AWSのソリューションアーキテクト (SA)、
パートナー様、お客様の 10年以上にわたる
経験から作り上げたもの

・AWSとお客様と共に、
W-Aも常に進化し続ける

システム設計・運⽤の”⼤局的な”考え⽅と
ベストプラクティス集

End User APN
Partner SA



AWS Well-Architected Frameworkホワイトペーパー

設計原則と(質問と回答形式)のベストプラクティス集

あくまでも設計”原則“なので、実装の詳細や
アーキテクチャパターンは扱っていない

コストの
最適化

セキュリティ 信頼性
パフォーマンス

効率
運⽤の
優秀性



設計原則(Design Principles)

クラウドでの⼀般設計原則
必要キャパシティーの推測が不要に

本稼働スケールでシステムをテストする

⾃動化によってアーキテクチャでの実験を容易にする

発展するアーキテクチャが可能に

データに基づいてアーキテクチャを進化させる

ゲームデーを利⽤して改善する



運⽤の優秀性の柱
ビジネス価値を⽣み出すシステムを実⾏およびモニタリングして、サ
ポートのプロセスと⼿順を継続的に向上する能⼒

3つのベストプラクティスの分野
•準備
•運⽤
•進化



実践︓クラウド運⽤への課題と不安

既存構成のリフト&シフトでクラウドに
あった運⽤が出来るだろうか︖

オンプレミスでの経験は豊富だが、
クラウド最適化のための

設計・運⽤のノウハウが無い…

”AWS Well-Architected Framework”
で課題と不安の解消︕



Well-Architected フレームワーク ホワイトペーパー
pW-Aホワイトペーパー(英語版) 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf

pW-Aホワイトペーパー(⽇本語版) 
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/ja_JP/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf

→いずれもAppendix(付録)に

ベストプラクティスの質問が記載されています

pW-A Web サイト
https://aws.amazon.com/jp/architecture/well-architected/

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/ja_JP/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf
https://aws.amazon.com/jp/architecture/well-architected/
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システム運⽤のプラクティスに
沿ったAWSサービス活⽤例



どう実現するか︖

実践
Practice

ツール
Tools



運⽤の優秀性の柱 OPS 3
質問︓
どのようにして⽋点を減らし、修正を簡単にし、本番環境へのフ

ローを改善しますか?
質問の内容︓
リファクタリング、品質についてのすばやいフィードバック、バグ

修正を可能にし、本番環境への変更のフローを改善するアプローチを
採⽤します。これらにより、本番環境に採⽤される有益な変更を加速
させ、デプロイされた問題を制限できます。またデプロイアクティビ
ティを通じて挿⼊された問題をすばやく特定し、修復できます。
ツール利⽤ポイント︓
コードで管理することにより、テスト・デバッグ・再現ができる

ツール利⽤例︓
AWS CloudFormationによる Infrastructure as Code
Amazon EC2 Image Builderによる Amazon Machine Image(AMI)の

コードによる作成



AWS CloudFormation
• シンプルなテキストファイル（テンプレート）を使⽤して、あらゆるリージョンとアカウント
でアプリケーションに必要とされるAWSリソースをプロビジョニングできるサービス

• プロビジョニングされたAWSリソースに対する変更/削除も可能で、ソフトウェアに対して⾏う
のと同じ⽅法でAWSインフラを管理できる

• 追加料⾦なし（プロビジョニングされたAWSリソース分の料⾦のみ発⽣）

• 作成済みリソースからのインポート、リファクタも可能

StackTemplate

作成/変更/削除

作成するリソースの定義 リソースの集合

リソースの
作成/変更/削除

AWS CloudFormation

Amazon Simple Storage 
Service

Amazon EC2

Amazon RDS

VPC



Amazon EC2 Image Builder
• EC2のマシンイメージ(AMI)を最新に保つ事を容易に
するためのサービスで、パッチ適⽤や最新版のミド
ルウェアインストール等の作業を⾃動化する

• 個別のビルドやテスト⼿順をComponentとして定義。
これらを組み合わせたRecipeを元にImage Pipeline
が AMIを⾃動的に作成する

• Amazon Linux 2、Windows Server 2012、2016、
2019、Ubuntu Server 16、18、Red Hat Enterprise 
Linux (RHEL) 7、8、Cent OS 7、8、SUSE Linux 
Enterprise Server (SLES) 15をサポート

• ImageBuilder⾃体は無料だが、作成させるリソース
には費⽤が発⽣

• VM Import/Exportを介してオンプレミスのVMイ
メージも出⼒できる

AMI

VM Image
Operator

AMI

VM Image

EC2 Image Builder



運⽤の優秀性の柱 OPS 6
質問︓
ワークロードの正常性をどのように把握しますか?

質問の内容︓
ワークロードメトリクスの定義、キャプチャ、分析をすると、適切

なアクションを取れるようにワークロードイベントの可視性を⾼める
ことができます。

ツール利⽤ポイント︓
どういう状態が異常でユーザエクスペリエンスにどう影響するのか

の定義に沿って監視・分析をする
ツール利⽤例︓

AWS Systems Manager Explorer で現状を視覚的に把握
Amazon CloudWatchを利⽤したワークロードの監視、分析



AWS Systems Manager Explorer
• EC2インスタンスの状態やパッチの適⽤状況など、
運⽤データを視覚的に把握するためのダッシュボー
ドを提供するサービス

• SSM OpsCenter が記録している「運⽤上対応すべき
事象(OpsItem)」を素早く発⾒し、カテゴリ毎に分類
し、⾃分が対処すべき事象に取りかかることを可能
にする

• ExplorerはAWS Organizationsと統合されており、複
数のアカウントやリージョンの情報を集約すること
も可能

AWS Systems Manager



Amazon 
CloudWatch

モニタリング

⾃動アクション

トラブルシュート ログの分析

メトリクス
の集約

運⽤状況の把握



CloudWatch Alarms
Anomary Detection

CloudWatch Events

CloudWatch Metrics

CloudWatch Logs

CloudWatch Logs Insights

CloudWatch Dashboards

time-baseevent-base

Container Insights / Contributor Insights

[アプリケーション可視性の向上]
CloudWatch ServiceLens

Application Insights

CloudWatchの全体像
[顧客の視点からサービス監視]

CloudWatch Synthetics

モニタリング

メトリクス
の集約

トラブルシュート

ログの分析

⾃動アクション

運⽤状況の把握

AWSサービス

お客様システム



責任共有モデル
https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/

https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/


マネージドサービスという選択肢

オンプレミス

Amazon EC2 に
DBMSを
お客様が
インストール

Amazon RDS を
使⽤

Database



責任共有モデルの適⽤イメージ

バックアップ

容量・スケーリング管理

⾼可⽤性構成

ミドルウェア導⼊・管理

アプリケーション実装

オンプレ環境 AWSクラウド

建屋・施設、設備、電源、
ラッキング、配線、等

ネットワークインフラ

OS設定、パッチ管理

OS導⼊

物理サーバ管理(仮想化)

Amazon EC2 利⽤

OS設定、パッチ管理
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OS導⼊

物理サーバ管理(仮想化)

マネージドサービス(RDS)

アプリケーション実装

建屋・施設、設備、電源、
ラッキング、配線、等

ネットワークインフラ

OS設定、パッチ管理

バックアップ

容量・スケーリング管理

⾼可⽤性構成

ミドルウェア導⼊・管理

OS導⼊

物理サーバ管理(仮想化)
インフラ

アプリ
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このレイヤーの詳細な
障害監視はせずに

AWSサポートを活⽤︕

代替リソースにより
調査を待たずに回復
作業が可能



CloudWatch Synthetics
• アプリケーションの稼働状況をカナリヤトラ
フィックを通じて外形監視する

• 継続的にテスト⽤のリクエストを送信し、アプ
リケーションに問題がないことをチェックし続
けることが可能

• REST API, URL, コンテンツ監視, XSSによる不
正な変更などをチェックできる

• ヘッドレスブラウザ（OSS）を使ったスクリプ
ト実装が可能

Amazon CloudWatch

ユーザエクスペリエンスへの
影響を直接監視できる重要な機能

Internet ユーザー



運⽤の優秀性の柱 OPS 9
質問︓
オペレーションを進化させる⽅法

質問の説明︓
漸進的な継続的改善に時間とリソースを費やすことで、オペレー

ションを効果的かつ効率的に進化させることができます。



運⽤の優秀性の柱 OPS 9

継続的改善のプロセスを意識し、新しい情報のキャッチアップとPoC
のためにリソースを費やす



AWS マネジメント& ガバナンスサービス

Enable（準備）|

ビジネスアジリティとガバナンスコントロールの両⽴

Provision（展開）|

Operate（操作）|

AWS環境の運⽤管理をスケーラブルかつコスト効率よく⾏うサービス群



AWS マネジメント& ガバナンスサービス

Enable（準備）|

ビジネスアジリティとガバナンスコントロールの両⽴

Provision（展開）|

Operate（操作）|

AWS環境の運⽤管理をスケーラブルかつコスト効率よく⾏うサービス群

Operation at Scale
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俊敏性と
スタッフの⽣産性

コスト削減

クラウドでは運⽤がビジネスへのインパクトに

俊敏性 カスタマーエク
スペリエンスの改善

⽣産性向上 お
客様への価値

コストを削減
再投資

プロダクトライフサイクルにおいて
開発フェーズよりも運⽤フェーズの⽅が⻑い場合が多い

運⽤の最適化によるビジネスへの寄与が⼤切
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まとめ



まとめ

実践
Practice

ツール
Tools

俊敏性と
スタッフの⽣産性

コスト削減



関連セッションのご案内
AWS-04 

AWS-13 

AWS-14 



Thank you!
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AWS トレーニングと認定

AWS トレーニングを活⽤し、
ビジネスを牽引する⼈材の育成

と組織作りを促進する

AWS トレーニング活⽤事例 ≫

ウェビナーやのデジタルトレー
ニングを受講して、個⼈のスキ

ルアップを⽬指す

AWS デジタルトレーニング ≫

認定取得を⽬指して知識を底上
げし、AWS の経験とスキルを

証明する

AWS 認定の詳細 ≫

aws.amazon.com/training
詳細を⾒る ≫

https://aws.amazon.com/jp/training/case-studies/%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://pages.awscloud.com/Digital-Learning-Training-Certification_jp.html%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://aws.amazon.com/jp/certification/%3Ftrk=ha_summit_slide_2020_jp
https://aws.amazon.com/jp/training/course-descriptions/%3Ftrk=ha_summit_ppt_jp2020

