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モダンなモニタリングへの変革！
Datadog徹底解説
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Datadogが支える
Digital Transformationの推進



Digital Transformation とDatadog 
“デジタルトランスフォーメーション（Digital transformation；DX）とは、「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に

変化させる」という概念である。”

Cloud

Mobility

Big Data

Social Tech

要素

企業の変革

求められるもの Speed

Quality

Cost

本質

Digitalization &
Visualization を
サポート

さらに、お客様を強い企
業への変革を推進！



Datadog活用方法を徹底解説！



$whoami

池山 邦彦（いけやま くにひこ）
Sales Engineer, Datadog

2018年11月 Datadog入社

職務：
プリセールスとして、モニタリングの素晴らしさを世に伝える仕事に
従事

なぜDatadogに入社したのか？

- Datadog使いやすくて面白い！

- 思ったより色んなことできて奥が深い

- 犬のロゴかわいい



Datadogってナニ？



リアルタイムの
パフォーマンス
可視化

What is Datadog 
クラウド時代の開発者&運用担当者のためのモニタリング&分析SaaS

強力な
アラート

ダッシュボード公開や
チーム間のコラボレーション

根本原因の
相関と分析

履歴の分析



オブザーバビリティのための三本柱
サービス全体の稼働からトラブルシューティングまで実現

MetricsTraces

トレンドやパターンを把握

システムやミドルウェアの
パフォーマンス

組み合わせや集計による分析

インシデントの調査

デバッグやトラブルシューティン
グ
イベントベース

Items in Shopping Cart Logins Total Trips Ad Revenue

Logs

サービス間の原因特定

アプリケーションのスループッ
トレイテンシ、エラー

リクエストベース

ビジネス
分析



インフラ

アーキテクチャ

開発サイクル

スタック

関係者

モニタリング

集約

モノリス

ウォーターフォール

標準化されたオンプレの
ベンダーソフトウェ

インフラ（管理者）
開発（参加者）

次世代

分散

マイクロサービス

アジャイル

多種多様で導入しやすい OSSや
SaaSコンポーネント

複数のインフラ・開発チーム

レガシー





250を超える
豊富なインテグレーション



AWS x Datadog



or

Why Datadog?

Amazon CloudWatch



Forrester Wave™: DatadogがIASMのリーダーに

- 従来のモニタリングツールはアプリケーション /インフラそれぞ
れサイロ化していたが、近年は根本原因分析や顧客体験の可
視化、導入のしやすさで受け入れられてきている

- オペレーションチームのリーダーは全てのスタックを俯瞰できる
新しいモニタリングが必要と考えている

- グローバルで51%の意思決定者がAIや機械学習によるシステ
ムを導入済もしくは導入中と回答しており、それに付随して各
モニタリングベンダーも AI/MLに取り組んでいる

- 市場では以下の観点で IASMが求められている

- インテリジェントな根本原因分析と復旧

- 顧客体験を測るための堅牢なツール

- 導入のしやすさとFast time-to-value

IASM: Intelligent Application And Service Monitoring



AWS Integration

AWS各種サービスのメトリクス・イベントを
簡単に可視化
● CloudWatchメトリクス
● 各種サービスのイベント
● X-Rayのトレースデータ
● CWLからLambda経由でログをインデックス

複数のAWSアカウントを同時にモニタリング

インスタンスタイプ、アベイラビリティゾーン、リー
ジョン等を自動でタグ付け

各種サービスのダッシュボードテンプレート





クラウド時代のモニタリング
そのポイントは？



ではなく

Cattle, not pets

ペット 家畜



Tag（タグ）

メトリクスに付帯
key:value 形式で1個のメトリックに複数の
タグを付与することが可能

フィルタリング／グルーピング
サーバーやVM、コンテナをロール、データ
センター、ゾーンごとに分析可能に

カスタマイズ可能
エージェント設定ファイル、 UI、インテグレーション
等々、自身でタグの付与が可能

タグごとのモニタリング・分析





モニタリングのポイント

ワークメトリクス サービスを提供するためにフロントに出るメトリクス
（スループット  / 成功 / 失敗 / パフォーマンス）

リソースメトリクス システム・サービスのバックエンドのメトリクス
（使用率 / 飽和度 / エラー / 可用性）

イベント システムの変更といった重要な通知
（変更 / アラート / スケーリング）

APM アプリケーションのパフォーマンスやエラーを監視

ログ アプリケーションやシステムの挙動を詳細に記録

外形監視 (Synthetics) サービスを外側から監視してユーザー体験を測定

各詳細は「はじめてのDatadog」参照 - https://www.slideshare.net/KunihikoIkeyama/datadog-129166948

https://www.slideshare.net/KunihikoIkeyama/datadog-129166948






Datadogでモニタリングと可視化



Timeboard
- 「なぜ問題が起こったのか」「いつから起きているのか」

を調査

- サービスからリソースまでドリルダウン

ダッシュボード

Screenboard
- 「今何が起こっているか」「どこで問題が起きているか」

を判別

- サービス全体を俯瞰してチーム間で共有



Screenboardサンプル
サービスレベルからパフォーマンスまで全体を俯瞰して表示

ポイント

- チーム間で共通の
可視性を保つこと

- 問題が発生している
箇所を特定できること

- インフラ、APM、
ログにまたがる
タグ付け大事



Timeboardサンプル
サービスをドリルダウンしてリソースまで確認

アプリケーションのエラー（率）、処理時間等

バックエンドDBのクエリーエラー（率）、処理時間等

バックエンドDBのコネクション数、CPU使用率、I/O等



モニター & アラート

閾値 異常検知（Anomaly） 外れ値（Outlier） 予測（Forecast）

ログ APM 複合条件

And others...



アラート設定のポイント

緊急性に応じて3段階のレベルでアラートを使い分ける

データベースのクエリーレスポンスが遅くなってきているが
サービス全体のレスポンスに影響するほどではない

記録する（Record） - 緊急度：低

誰かに知らせる必要がなく、モニタリングシステムに記録するだけ

ディスクスペースが逼迫してきているので数日以内での対応
が必要

通知する（Notification） - 緊急度：中

すぐに対応が必要ではないが、誰かが対応できるようにメールや
チャットで知らせる

レスポンス時間がSLAに抵触するほど遅延している
呼び出す（Page） - 緊急度：高

他の仕事や私用を中断してでも対応が必要なものを、担当者に直接
連絡して呼び出す



UIから簡単にセルフインストール可能

さまざまな3rd Partyツールとの連携
- Slack
- PagerDuty
- JIRA
- Webhook
- ServiceNOW
- etc

モニターごとに個別に連携先を指定可能

アラートワークフローで役に立つインテグレーションを利用



Datadogでトラブルシューティング
注目機能の紹介と活用のポイント



- Datadogエージェントからログ収集して一箇所に集約管理

- CloudWatch LogsやS3のログはLambda関数経由でログをインデックス

- ログイベントをパースして検索や
グラフ化することが可能

- ログ監視によるアラート設定や
ダッシュボードでの可視化

- 機械学習によるクラスタリングで
迅速な問題判別を可能に

ログ管理





- 対応言語: Python / Ruby / Go / Java / Node.js / .NET / PHP
https://docs.datadoghq.com/tracing/languages/

- サービス内のリソース
（HTTPエンドポイントや
　DBクエリー等）ごとに
処理時間やエラーを記録

- フレームグラフで処理の
ボトルネックを発見

- トレースのメトリクスは
trace.<name>.<metrics>

APM - Application Performance Monitoring

https://docs.datadoghq.com/tracing/languages/


マイクロサービスのトレース

OpenTracing準拠のトレースによる
分散トレーシング

分散トレーシングによりマイクロサービス間の
トレーシングが可能

サービスマップによって依存関係と
パフォーマンスを可視化





Trace Search

各トレースをログ
と同様に収集

- サービス種類
- ステータス
- 処理時間
- エラー種類

等で絞り込み

グラフ化

トレースの詳細
を確認



Watchdog - 機械学習による異常検知の自動化



Synthetics - API Tests（外形監視）

サービスを外側から監視

複数の拠点から任意のサイトやAPIエンドポイン
トにHTTP(S)リクエストを送信して監視

クライテリアとしてステータスコード、レスポンス時
間、ヘッダ等の指定が可能

モニター対象として通知したり、稼働状況をダッ
シュボードで可視化することが可能

メトリクスのネームスペースは 
synthetics.http.<metrics>



Synthetics - Browser Tests

エンドユーザー想定でWebの画面遷移をシミュ
レーションするE2Eテスト

Seleniumのようなコードの開発は不要でGUIの
クリック操作でシナリオ作成が可能

機械学習によりWebデザイン変更も自動適用

モニター対象として通知したり、稼働状況をダッ
シュボードで可視化することが可能

メトリクスのネームスペースは 
synthetics.browser.<metrics>



Synthetics
       車は動くのか？ 

       ブレーキで車が止まるか？

       衝突の際エアバッグが作動するか？ 

APM
       なぜエンジンがかからないか？

       なぜブレーキが効かないのか？

       エアバッグが作動しない原因は？



Syntheticsやメトリクスか
らサービスレベルを簡単に
可視化

SLOの設定も可能

エラーバジェットの
計算・表示

SLOウィジェットでサービスレベル目標を可視化



ということで・・・まとめ



魅力的な機能まだまだあります

もっといろいろ聞きたいという方は
ブースまでお立ち寄りください

Mini Stage

ココです



お試しください

14日間のフリートライアルにサインアップ！
https://www.datadoghq.com/

https://www.datadoghq.com/


Let’s explore monitoring 
in the cloud age



Thank you
ご利用に関するお問い合わせはこちら

sales-tokyo@datadoghq.com


