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1. About Me
× Tsunenori Ohara

× Twitter: @ohrdev
× Github: ohr486
× 株式会社ドリコム

× 好きなAWSサービス
× AWS Lambda

× Community
× tokyo.ex, Erlang&ElixirFest

× Hobby
× 仏像制作, 写経, 丸太収集, 寺社仏閣
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2. Target
× 本セッションは以下の方を対象にしています

× Lambdaについて深く理解したい
× Node.js/Python/Ruby/Java/Go/.Net以外の言語でLambda

を動かしたい
× サーバーレスについて理解したい
× 低コストでサービスを運用したい
× Elixirに興味がある
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3. Goal
× サーバーレスアーキテクチャの概要を理解する
× AWS Lambdaの概要を理解する
× カスタムランタイムのアーキテクチャを理解する
× Elixirを例にサーバーレスアーキテクチャでアプリを動かす方法を

知る

× Lambdaの便利さ・簡単さを知る
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4.
サーバーレスアーキテクチャの
進化と歴史



サーバーレスとは？

× 簡単に言うと、以下の様なアーキテクチャ
× サーバーを自前運用しない
× マネージドサービスの組み合わせで構築
× リクエスト単位で必要なCPUリソースをリアルタイムで確保し

て処理
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よく利用されるマネージドサービス
× AWS Lambda
× API Gateway
× DynamoDB
× ALB
× etc
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何が嬉しいの?
× スケールを意識しなくて済む

× 勝手にスケールイン・スケールアウト
× 低コスト

× 使った分だけ費用を払えば良い
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サーバー運用のトレンド
1. 物理サーバーによる運用: オンプレミス

2. 仮装VMによる運用: VMWare, etc
3. クラウドによる運用: EC2
4. コンテナによる運用: Docker, Kubernetes 👈いまは、ここから
5. マネージドなコンテナサービス: ECS, EKS 👈このあたりまで
6. Funcion as a Service: AWS Lambda 👈 これからは

サーバーレスはWebサービスのアーキテクチャの文脈で語られることが
多い
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5.
サーバーレスアーキテクチャの
長所と短所
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長所

× サーバー運用費用が安い
× リクエスト(リソース)単位で費用が発生

× 運用オペレーションが不要
× 自動でスケールするのでトラフィックスパイクに強い
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短所

× デプロイメントが複雑
× ローカル開発どうする？
× テストはどうする？

× 対応したライブラリが少ない
× フレームワークは何つかう？

× データベースによる制約がある
× ハイトラフィック時のコネクション数上限

× 様々な制約
× 関数の同時実行数
× 関数の最大処理時間/タイムアウト時間
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APIサーバーの月額費用
× 一般的なAPIサーバー/EC2

× 30 day x  24 hour x 1 hourあたりの価格
× サーバーレス/Lambda

× リクエスト数 x リクエストあたりの平均処理時間と必要メ
モリの価格
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EC2
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AWS Lambda
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compute以外の部分は共通
× データベース: DynamoDB, RDS, ElastiCache
× ストレージ: S3
× 監視
× etc
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DEMO
APIサーバーのインフラ費用の
比較
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DEMO
EC2の費用

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.ht
ml?lng=ja_JP
Lambdaの費用

https://aws.amazon.com/jp/lambda/pricing/

https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP
https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html?lng=ja_JP
https://aws.amazon.com/jp/lambda/pricing/
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6. AWS Lambda
× コンピューティングサービス
× マネージド

× サーバー管理不要
× プロビジョニング不要

× 従量課金
× 使用(CPU)時間に応じて支払い
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AWS Lambdaのアーキテクチャ
× re:Invent2018でアーキテクチャについての発表

× https://www.youtube.com/watch?v=QdzV04T_kec&feature=youtu.be
× https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/a-serverless-journey-aws-l

ambda-under-the-hood-srv409r1-aws-reinvent-2018

× 内部的にはFirecrackerが基盤
× https://firecracker-microvm.github.io/

× 超軽量VM(microVM)をセキュア,高速,大量に起動できるコンテ

ナマシン

× KVM上で動作, Rust実装のOSS

https://www.youtube.com/watch?v=QdzV04T_kec&feature=youtu.be
https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/a-serverless-journey-aws-lambda-under-the-hood-srv409r1-aws-reinvent-2018
https://www.slideshare.net/AmazonWebServices/a-serverless-journey-aws-lambda-under-the-hood-srv409r1-aws-reinvent-2018
https://firecracker-microvm.github.io/
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https://www.youtube.com/watch?v=QdzV04T_kec&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=QdzV04T_kec&feature=youtu.be
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webサービス

inet

cloud

Reqイベント リソース確保 イベント毎の計算

Resp返却

リソース解放

Respデータ

request

response

・マネージドサービスで構築
・自動でスケールイン・アウト

アーキテクチャ
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webサービス

inet

cloud

Reqイベント リソース確保 イベント毎の計算

Resp返却

リソース解放

Respデータ

request

response

・マネージドサービスで構築
・自動でスケールイン・アウト

AWS Service

API G/W
ALB AWS Lambda
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7. CustOM RUNTIME
× AWS Lambdaで任意の言語ランタイムを実行させる機能
× 2019/10時点で標準で利用できる言語

× Node.js
× Python
× Ruby
× Java
× Go
× .Net
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環境

× 実行環境はAmazon Linux
× 利用できる環境変数

× https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/current-supported-
versions.html

× 実行に必要なもの
× bootstrap : Lambda起動時に実行されるファイル

× function handler : 関数呼び出し時に実行するハンドラ

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/current-supported-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/current-supported-versions.html


27

インターフェース

× 内部的にはAWS Lambdaランタイムインターフェースをcall
× HTTP API
× https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/runtimes-api.html

× パッケージング
× https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/runtimes-walkthrough.h

tml

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/runtimes-api.html
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/runtimes-walkthrough.html
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/runtimes-walkthrough.html
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RUntime Interface
× 次の呼び出し

× GET: /runtime/invocation/next
× 呼び出しイベントを取得する

× 呼び出しレスポンス
× POST: /runtime/invocation/{Request-ID}/response
× 呼び出しレスポンスをLambdaに送信する、Lambdaはその

レスポンスをクラアントに送信する
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シーケンス
Runtime API bootstrap

λ start

/invocation/next
runtimeの初期化処理

request

handler

{payload}

/invocation/{req-id}/response

/invocation/next
response

start
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フェーズ
Runtime API bootstrap

λ start

/invocation/next
runtimeの初期化処理

request

handler

{payload}

/invocation/{req-id}/respons
e

/invocation/next
response

start

init phase

invoke cycle
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実行
Runtime API bootstrap

λ start

/invocation/next
runtimeの初期化処理

request

handler

{payload}

/invocation/{req-id}/respons
e

/invocation/next
response

start

呼び出しイベント取得

呼び出しレスポンスを
Lambdaに送信
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DEMO
Custom Runtimeで
hello, world api作成
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DEMO
Custom Runtime Demo (Bash ver)
https://github.com/ohr486/custom-runtime-de
om/tree/master/bash-demo

https://github.com/ohr486/custom-runtime-deom/tree/master/bash-demo
https://github.com/ohr486/custom-runtime-deom/tree/master/bash-demo


8. 
Elixir is a dynamic, functional language designed for 
building scalable and maintainable applications.
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8. Elixir
× ErlangVM上で動作する
× 関数型言語
× モダンな開発環境/ツール
× 並行プログラミングしやすい

× Actor Model
× 軽量なプロセス

× OSのプロセスとは異なる
× 超軽量

× OTP( Open Telecom Platform )
× 所謂、並行プログラミングのパターン集/FW
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Erlang VM Architecture
Linux Server

Erlang VM

CPU CPU CPU CPU CPU CPU
コア数と同数のスケジューラー

erlang process != OS process

VMがスケジューラー間のプロセスを分
散/マイグレーション

スケジューラー プロセス
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Erlang PROCESS Architecture
Erlang VM

application controller application master

application

プロセス

・elixir, iex, mix, etc
・user apps
・lib apps
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9. Elixir ON Custom runtime
× Init phase

× bootstrapでErlangVMを起動
× VM上で(Lambda実行の為の)プロセス群がspawn
× 以後、プロセスはLambdaがshutdownされるまでalive
× /invocation/nextをcall

× Invoke cycle
× Requestを受けてhandler関数をcall
× /invocation/{Request-ID}/responseをcall
× Lambdaがレスポンスを返す
× /invocation/nextをcall
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シーケンス
Runtime API bootstrap

/invocation/next

runtimeの初期化処理

request

handler process

{payload}

/invocation/{req-id}/response

/invocation/next
response

start

λ start
Erlang RTS

start
start

Keep Alive
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カバー領域
Runtime API elixir handlerErlang RTSbootstrap

AWS Lambdaのカスタムランタイム

Elixir/ErlangのRTS

AWS Lambdaを扱うコアライブラリ
プロセス群

Elixir実装の
ハンドラ
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10. Serverless ELixirアプリの運用
× アーキテクチャ上の制約
× デプロイメント
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アーキテクチャ上の制約
× データベース

× リレーショナルDB, NoSQL
× 同時接続数、コネクション数に上限がある
× ハイトラフィック時に接続数が上限を超える危険性
× コネクションの接続数管理やプーリングの機構が必要

× HTTP通信でオペレーションできるDB(DynamoDB)
× HTTP通信による操作API
× コネクション数を気にしなくて良いので相性が良い

× 一般的にクラウドベース/HTTP通信で操作できるDBを推奨
(DynamoDB)
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DBコネクション

確保されたリソース
(コンテナ)

確保されたリソース
(コンテナ)

request

確保されたリソース
(コンテナ)

DB

DB 
con

scale

スケールすればするほど、コネクショ
ン数が増える

扱えるDBコネクションの上
限がある
MySQL, Redis, etc

リクエストが増えるとスケールする
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DBコネクション

確保されたリソース
(コンテナ)

確保されたリソース
(コンテナ)

request

確保されたリソース
(コンテナ)

DynamoDB

http

scale

スケールすればするほど、コネクショ
ン数が増える

リクエスト数が増えても問題
ない

リクエストが増えるとスケールする

推奨
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Deployment
× 関数/API単位でデプロイ

× 複数の関数でアプリが構成される為、関数単体ではなく関
数群単位でデプロイ

× マネージドなデプロイサービスやツール
× CloudFormation
× serverlessframework
× SAM
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利用するツール

× Docker
× Lambdaの実行環境のAmazon Linuxのイメージを利用
× Amazon Linux上でビルドしたラインタイムはLambda上でも

動作する
× mix(Elixir標準のTaskRunner)

× Elixirのpackagingは、アプリのバイナリとランタイム、起動
scriptなどをまとめてアーカイブされる

× Cloudformation
× Lambdaの適用
× Deploymentの実体
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AWS

AWS Lambdaの実行環境
コンテナ

Amazon Linux

docker image
ex)
https://hub.docker.com/r/lambci/la
mbci

local / build PC
docker

release 
package

release build

AWS Lambda Func

Amazon Linux Image
= Lambda実行時と同環境

同一

Lambdaの実行時の環境で動作
するバイナリ

CloudFormation

起動

req

res

packaging

pkg

https://hub.docker.com/r/lambci/lambci
https://hub.docker.com/r/lambci/lambci
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AWS

[init phase]
step1. bootstrapを実行
step2. Erlang RTSが起動
step3. リクエストを処理するhandlerアプリが起
動
step4. /invocation/next をcallしてリクエストを
取得開始

release 
packageAWS Lambda Func

/bootstrap ... bin以下の起動scriptを叩いてアプリ起動
/bin/ ... 実行ファイル、起動scriptなど
/lib/ ... 関連ライブラリ群
/releases/ … リリース関連



49

DEMO
Custom RuntimeでElixirApp
作成

RESTでDynamoDBに対する
CRUDを行う
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DEMO
erllambda
https://github.com/alertlogic/erllambda

https://github.com/alertlogic/erllambda
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DEMO
Custom Runtime Demo (elixir ver)
https://github.com/ohr486/custom-runtime-de
om/tree/master/elixir-demo

https://github.com/ohr486/custom-runtime-deom/tree/master/bash-demo
https://github.com/ohr486/custom-runtime-deom/tree/master/bash-demo


11. Serverless EliXIRに足りないもの
× Web Application Framework for Serverless
× Networkingライブラリ for Serverless

× 複数ErlangVM間でのクラスタリングをLambdaでも行いたい
× 起動中のコンテナ間の通信
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11. Serverless EliXIRに足りないもの

× 事例
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まとめ
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× サーバーレスアーキテクチャの概要を紹介しました
× AWS Lambdaの概要を紹介しました
× カスタムランタイムのアーキテクチャを紹介しました
× Elixirを例にカスタムランタイムでアプリを動作させる方法を紹介

しました
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AWS Lambdaはとても面白く、使い方によっては
色々な事ができるサービスだと思います

ぜひ、皆さんも触ってみてください

Let’s be serverless !



THANKS!
Any questions?

You can find me at @ohrdev & ohr486@gmail.com
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