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AWS サポートの現場からお送りする、
AWS 環境運⽤のベストプラクティス
鈴⽊ 優
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社
技術⽀援本部
テクニカルアカウントマネージャー



⾃⼰紹介
鈴⽊ 優（Yu Suzuki）

テクニカルアカウントマネージャー（TAM）

エンタープライズサポートにご加⼊頂いているお客様に対して、
AWS サービスのトラブルのサポートから、トラブルを未然に防ぐため
のプロアクティブな活動としてトレーニングやベストプラクティスの提
供など、⽇々お客様のお役に⽴てるようご⽀援させて頂いております。



AWSサポートのラインナップ

開発環境 開発 + プロダクション環境

Enterprise

技術Q&A
ü Web(メール)
ü 電話・チャット
ü 24/365 対応
ü 最短 15 分

料⾦Q&A
(コンシェルジュ)

フォーラム

Trusted Advisor

TAM

Business

技術Q&A
ü Web(メール)
ü 電話・チャット
ü 24/365 対応
ü 最短 60 分

料⾦Q&A

フォーラム

Developer

技術Q&A
ü Web(メール)
ü 平⽇ 9-18 時
ü 最短 12 時間

料⾦Q&A

フォーラム

Basic

料⾦Q&A

フォーラム

・全AWSサービスが対象
・お問い合わせ回数は無制限
・⽇本語サポート Trusted Advisor

最優先対応



本セッションの対象者・⽬的

AWS上で本稼働システムを運⽤しているエンジニアの⽅に向けて
運⽤に関するベストプラクティスを紹介し
お客様の明⽇からの運⽤をより良くするための気づきを⼀つでも持ち帰っ
ていただくこと

本セッションでお話ししないこと
• 各種サービスの基本的な仕様の説明、詳細な設定⽅法の解説



Agenda
l AWSの本稼働時に必要な対応

l メンテナンス・維持対応

l 運⽤ナレッジマネジメント

l 本稼働に向けたイベント管理

l まとめ
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稼働してからがシステムの本当の始まり
AWSを本稼働環境で活⽤するにあたり、
設計・構築が終わったあとも実施すべき項⽬は多くある



運⽤フェーズにおける重要な観点
TAMとしてお客様のAWS運⽤をご⽀援するにあたり重要な3つの観点



運⽤フェーズにおける重要な観点
TAMとしてお客様のAWS運⽤をご⽀援するにあたり重要な3つの観点

①効率的なメンテ
ナンス対応

②運⽤のナレッジ
マネジメント

③本稼働に向けた
イベント管理

ü プロアクティブサポート
トラブルを起こさないために⽇々どういった対応が必要か
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メンテナンス・維持対応
AWSを利⽤する際、各種サービスにおいて「お客様責任範囲」「AWS責
任範囲」それぞれにおいて、定期的（または緊急）なメンテナンス・維持
対応を⾏う必要があります。

お客様責任範囲

• Amazon EC2上のOSパッチ適⽤

• Amazon EC2上のOSのアップ
デート

• Amazon RDSのバージョンアッ
プデート

など

AWS責任範囲

• Amazon EC2の仮想サーバホス
トのリタイアメント通知

• Amazon RDSのメンテナンスイ
ベント

• AWS Direct Connectの定期/緊
急メンテナンス

など 本項の対象



AWS Personal Health Dashboard
AWS Personal Health Dashboard (以下PHD) では、
お客様に影響する可能性のあるイベントが AWS で発⽣した場合に、
アラートと修復ガイダンスを提供



よくあるお悩みのポイント

「複数のAWSアカウントでメンテナンスが発⽣するため、
それぞれ確認するのが⼤変」

「業務インパクトを最⼩限にするために、
各アカウントの対象をまとめて把握し⼀気に対応したい」

「⽬検でのPHD確認によるイベント把握は漏れが怖い。
機械的に集計したい」

「セキュリティ系など緊急のイベント通知(Abuse Event)に対しては、
迅速に対応したい」



AWS Health Integration

AWS Personal 
Health 

Dashboard

AWS Health API

Amazon 
CloudWatch 

Events

Amazon Elasticsearch
Service

AWS Health

※AWS Health API のご利⽤は、AWS サポートのビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプラン が必要です。



Organizational Viewの活⽤
組織全体のすべてのアカウントの AWS 
リソースに影響するイベントに関する
情報を取得可能

アカウント ID、リージョン、サービス、
イベントタイプなどをフィルタリング
することで、重要な領域に素早くドリ
ルダウン

組織全体のリソースのメンテナンスイ
ベントを事前に把握・管理することが
より容易に https://github.com/aws/aws-health-tools

https://github.com/aws/aws-health-tools


AWS Health DoS abuse report automation

https://aws.amazon.com/blogs/mt/automating-processes-for-handling-and-remediating-aws-abuse-alerts/
https://github.com/aws/aws-health-tools/tree/master/dos-report-notifier

Abuse イベントをキャプチャして、関係者への通知と⾃動アクションを実⾏

Lambda functionAWS Personal Health 
Dashboard

Amazon SNS

Email notification

Prod instance

Amazon CloudWatch

CloudWatch events

AWS Lambda

Incident 
response 

team

Abuse 
report

Dev instance Other instances

https://aws.amazon.com/blogs/mt/automating-processes-for-handling-and-remediating-aws-abuse-alerts/
https://github.com/aws/aws-health-tools/tree/master/dos-report-notifier


「複数のAWSアカウントでメンテナンスが発⽣するため、
それぞれ確認するのが⼤変」

「業務インパクトを最⼩限にするために、
各アカウントの対象をまとめて把握し⼀気に対応したい」

「⽬検でのPHD確認によるイベント把握は漏れが怖い。
機械的に集計したい」

「セキュリティ系など緊急のイベント通知に対しては、
迅速に対応したい」

よくあるお悩みのポイント

AWS Health APIを利⽤することで、お客様の運⽤システムと連携可能に
組織の全アカウントのメンテナンスイベントを機械的に集計

効率的なメンテナンス対応を実施
緊急性の⾼いイベントに対しては⾃動的なアクションを実⾏
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⽇々の障害対応におけるナレッジは宝物
設計・開発フェーズでは⾒えなかった課題や改善点が運⽤フェーズで発⾒

社内へ横展開することで、同様の事象においては迅速な解決が可能に

AWS サポートとのやり取りから得た知⾒も重要な情報



よくあるお悩みのポイント

「AWS サポートはアカウント単位での契約となるため、
他アカウントのサポートの情報を活⽤しにくい」

「過去の問合せ内容について、効率的に検索したい」

「問合せデータを1年以上保持したい」



AWS Support API

AWS Support API を使⽤すると、
・サポートケース管理
・AWS Trusted Advisorに関する操作
について、APIから操作が可能に

サポートケースのやり取りもAPIから取得が可能

http://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/Case_Life_Cycle.html
http://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trustedadvisor.html

※AWS Support API のご利⽤は、AWS サポートのビジネスサポートプランまたはエンタープライズサポートプラン が必要です。

http://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/Case_Life_Cycle.html
http://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trustedadvisor.html


AWS support tickets aggregation service
複数アカウントのサポート情報の集約を実現

https://aws.amazon.com/jp/blogs/mt/cross-account-support-case-dashboard/

member AWS account Support cases centralized AWS account

AWS CloudTrailAWS Support
Service

CloudTrail
events collector

S3 bucket

CloudTrail events
SNS Topic

CloudTrail events
processor

Lambda Function 

Support case
aggregator

Lambda Function 

Support cases
DynamoDB

S3:getObject

support:describeCases

https://aws.amazon.com/jp/blogs/mt/cross-account-support-case-dashboard/


よくあるお悩みのポイント

「AWS サポートはアカウント単位での契約となるため、
他アカウントのサポートの情報を活⽤しにくい」

「過去の問合せ内容について、効率的に検索したい」
「問合せデータを1年以上保持したい」

AWS Support API を利⽤することで、
過去のサポートケース情報、他アカウントのサポートケース情報を⼀元管理

社内/組織横断でのナレッジ共有へ
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ローンチイベントは最も重要なイベント
システムのローンチはプロジェクトの中でもビッグイベント

それまで⼗分なテストを⾏っても、想定外な事象が起こりやすい

障害やトラブルが発⽣したときに、ビジネスへの影響が⼤きい



インフラストラクチャイベントの準備
AWSとして重要イベントに向けたガイドライン/ベストプラクティスを提供
お客様⾃⾝で対応できるベストプラクティスについてご紹介

https://d1.awsstatic.com/International/ja_JP/Whitepapers/aws-infrastructure-event-readiness.pdf

https://d1.awsstatic.com/International/ja_JP/Whitepapers/aws-infrastructure-event-readiness.pdf


イベントマネージメントの全体構成
３つに⼤別された各フェーズにおいて、それぞれのタスクを実施していく

計画・準備

・関係者の特定、及びキックオフ
・イベントスケジュールの共有
・成功クライテリアの設定
・コミュニケーションプラン

・アーキテクチャの確認
・オペレーションの確認
・サービス上限の確認
・モニタリングメトリクス

の設定

・War roomの構築
・モニタリング
・インシデント対応

・イベントの振り返り



イベントマネージメントの全体構成
３つに⼤別された各フェーズにおいて、それぞれのタスクを実施していく

計画・準備

・関係者の特定、及びキックオフ
・イベントスケジュールの共有
・成功クライテリアの設定
・コミュニケーションプラン

・アーキテクチャの確認
・オペレーションの確認
・サービス上限の確認
・モニタリングメトリクス

の設定

・War roomの構築
・モニタリング
・インシデント対応

・イベントの振り返り



アーキテクチャの確認
これまでに各種テストが終わったタイミングにて、改めてアーキテクチャ
の確認を実施する

「事前にWell-Architected Reviewなどをやっているのに何故必要か︖」
・設計フェーズは机上の設計であり、稼働時は実リソースがある

実リソースから各種メトリクスなども確認可能
・負荷テストが終わっており、その結果もインプットとして使える
・構築していく中で、当初設計から乖離している可能性

改めて、アプリケーションのスケーラビリティや信頼性に潜在的なリスク
のある部分を確認し特定することが重要

計画・準備



アーキテクチャレビューの観点
レビューの観点としては、主に以下の2つの観点でレビューを実施する

計画・準備

ü 各サービスの利⽤/設定が稼働時におけるベストプラクティスに沿っ
ているか

ü 想定される負荷に備えた準備が⾏われているか
（暖機申請、IPアドレスレンジ、各サービスの上限値）

ü パフォーマンス上のボトルネックとなりうるところはどこか
必要なキャパシティが⽤意されている/その⼿段を⽤意しているか
スロットリングが発⽣しないか負荷テストで確認しているか

ü 可⽤性の観点よりSPOF(Single Point of Failure)となる箇所はないか
想定されるリスクに対して適切な対応を検討しているか

ü イベントに関連するアカウントに漏れはないか



アーキテクチャレビューの観点
各AWSサービス固有の観点

計画・準備

各サービスの利⽤にあたっては、ユーザーガイド等を確認しながら最新
のベストプラクティスに沿った設定がされているかを今⼀度確認
また、代替案・DR先リージョンなども考慮してサービス上限・キャパ
シティを検討しているか確認

例えば・・
EC2の場合
ü 負荷状況から適切なインスタンスタイプを選択しているか、必要なキャパシティについて確

保しているか、問題発⽣時に代替とするインスタンスタイプを検討しているか、T2/T3を利
⽤している場合にはUnlimited modeが必要ないか、など

Elastic Load Balancing/Auto Scalingの場合
ü 暖機申請の漏れはないか、⼗分なスケーリングを考慮したSubnetが付与されているか、必

要に応じてスケジュールされたスケーリングを実施しているか、など



アーキテクチャレビューの観点
システムアーキテクチャの観点

計画・準備

お客様システム全体のアーキテクチャを俯瞰し、リスクとなりうる箇所
を事前に関係者で共有しつつ、対応を⾏っているか・⾏わない場合は問
題発⽣時にどのようなワークアラウンドを実施するか確認

例えば・・
ü 各コンポーネントについて、アクセスが増

加した場合に⾃動でスケールする設定に
なっているのか、⼿動対応を⾏うのか、そ
れとも事前に最⼤値まで上げておくのか

ü ミドルウェアなどの制約によりスケーリン
グできないEC2など、SPOFとなっているコ
ンポーネントにおいて、問題発⽣時の対応
がRPO/RTOの観点含め検討されているか

など

VPC

AWS Cloud

Availability Zone 1

Auto Scaling group

Availability Zone 2

NAT Gateway NAT Gateway

Instance Instance

Instance

Amazon EC2 
Auto Scaling



サービス上限の確認
利⽤している各種AWSサービスの上限につ
いて改めて確認
AWS Trusted Advisor や AWS Service 
Quotasなどを上⼿く活⽤し、⾃動的に通知
することも可能

負荷テストの結果も踏まえて、想定する
ピークワークロードを定義し事前に上限の
緩和を⾏っているか

コンテンジェンシープランも想定した代替
リージョン/代替サービス/代替インスタンス
タイプなどについても必要な上限緩和が⾏
われているか

計画・準備

実装例として、AWS Limit Monitor も公開
https://aws.amazon.com/jp/solutions/implementations/limit-monitor/

https://aws.amazon.com/jp/solutions/implementations/limit-monitor/


モニタリングメトリクスの設定
イベント中に向けて、重要な各コンポーネ
ントをインシデントが起きたときにモニタ
リングするための、ライブメトリクスダッ
シュボードを作成

各種メトリクスについて、通常時のベース
ラインの値を理解する

また、各メトリクスに対してアラートの設
定、及びアラート発⽣時の対応⽅法につい
てあらかじめ検討しておくことが重要

CloudWatch のカスタムダッシュボードを
⽤いて、AWS のリソースから⼤半のメト
リクスを収集するなど対応を実施

計画・準備

クロスアカウント/クロスリージョンに対応した
ダッシュボードも作成可能



当⽇の話
War roomの構築 – 迅速な情報共有のチャネルを構築

モニタリングメトリクスのモニターを実施

トラブル発⽣時には、AWS サポート を有効的に活⽤する

実⾏
（ローンチ）



（参考）トラブルサポート
トラブル発⽣時は、AWS サポートを有効的に利⽤して頂くことが迅速な
解決への近道

https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/tech-support-
guidelines/

⼀般的な技術的なお問い合わせに関してのガイドラ
インは右記ページを参照

その上で、特にイベント時の緊急度の⾼い状況にお
けるお問い合わせ時では、サポートケースにて

• 「いつまで」に「どういう状態」にする必要が
あるかを共有する

• ビジネスインパクトを共有する
• お客様側での切り分け状況、または切り分けて

いないならそのステータスでも問題ないので可
能な限り状況を共有する

ことなどが重要

https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/tech-support-guidelines/


イベント後の話
イベント実施後に、イベントの振り返り（レトロスペクティブ）を⾏うこ
とは⾮常に重要

発⽣したインシデントのRoot causeを分析し次回に活かす

イベントに向けてスケールアップしていたリソースのスケールダウンを忘
れずに

取得したピークワークロードにおけるメトリクスは次回の類似イベントの
負荷テストの⽬安として活⽤

イベント後



（参考）アドバイザリーサポート
単⼀のシステム/サービスについてではなく、
Operation Excellence を⽬指すための組織としての取り組みを⽀援

Ø Well-Architected Framework の活⽤
https://aws.amazon.com/jp/architecture/w
ell-architected/

Ø エンタープライズサポートのお客様に向けては、
Operations Reviewサービスの活⽤
https://aws.amazon.com/jp/premiumsuppo
rt/plans/enterprise/

Operational 
Excellence

Reduce 
Operations 

Risk

Understand 
Ops 

Approach

Identify 
Risks

Remediate 
Identified 

Risks

Focus on 
Continuous 

Improvement 
Efforts

Reduced 
Operational 

Support 
Load

https://aws.amazon.com/jp/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/plans/enterprise/
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本セッションの対象者・⽬的（再掲）

AWS上で本稼働システムを運⽤しているエンジニアの⽅に向けて
運⽤に関するベストプラクティスを紹介し
お客様の明⽇からの運⽤をより良くするための気づきを⼀つでも持ち帰っ
ていただくこと

本セッションでお話ししないこと
• 各種サービスの基本的な仕様の説明、詳細な設定⽅法の解説



運⽤フェーズにおける重要な観点（再掲）
TAMとしてお客様のAWS運⽤をご⽀援するにあたり重要な3つの観点

①効率的なメンテ
ナンス対応

②運⽤のナレッジ
マネジメント

③本稼働に向けた
イベント管理

ü プロアクティブサポート
トラブルを起こさないために⽇々どういった対応が必要か



より良い運⽤を⽬指して

ローン
チ
⽀援

障害対応 メンテナンス
維持対応

トラブルを未然
に防ぐローンチ

⽀援

効率的なメンテ
ナンス対応

運⽤ナレッジを
集約し、迅速な

障害対応へ



Thank you!
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