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ぜひ connpass のメンバーに⼊ってください

https://aws-amplify-jp.connpass.com/

今後のイベント開催時に通知を受け取ることができます︕
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AMPLIFYでちょっと⼤きめのサービス
をつくってみた話



AMPLIFY で
大きめのサービス
をつくってみた話

株式会社イオレ

サービス運用開発部
シニアエンジニア

田中優位

ちょっと



自社サービスの紹介
「らくらく連絡網」ってご存じですか？





AMPLIFY = サクッと開発？
比較的大きめのサービスに投入してみた



AMPLIFY = サクッと開発？

「スタートアップ向け」
「スケーリングするモバイルアプリケーションとウェブアプリケーションを開発する
ための最速かつ最も簡単な方法」

⇒ Amplify =「サクッと開発するためのもの」という印象



新サービスの紹介
「らくらく連絡網.app」つくりました。AMPLIFYで。







サービスページのしくみ

Amplify Console
×

üWebデザイナーが git push でデプロイ

üマルチステージ preview 確認



規模感（プロジェクト・体制）

開発期間 6ヶ月

サーバ/インフラ担当の数 3人/(ほぼ)0人

勤務形態 フルリモート



AWS サービス構成



規模感（システム・サーバ側）
メトリクス 値

AppSync スキーマ行数 995

DynamoDB テーブル数 15

Lambda 関数数 49



大規模でも使える？
主なAWS リソース

AppSync 1API・1秒あたり1,000リクエスト
(デフォルトのクォータ値、調整可能) 

DynamoDB 1日あたり10 兆以上のリクエスト
(ピーク時には、1 秒あたり 2,000 万以上) 

Lambda 同時実行数1,000
(デフォルトのクォータ値、調整可能)



[参考]レガシーVS AMPLIFY
どう違うか？比較してみましょう



作業領域
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初期導入コスト比

オンプレミス

100
AMPLIFY

10



開発環境セットアップ時間
レガシー

docker-compose

10時間
AMPLIFY

1時間



結論

むしろ大規模向き

ü少人数で設計・開発・運用・分析・SREまでまかなえる



ここが嬉しいAMPLIFY
l結局はAWSの各サービスを束ねているだけなので、かゆいところに手が届く
lどの環境も本番環境と同じ、個人開発環境も本番と同じ

lCloudFormation でいつでも完全に同じ環境ができあがる

l困ったときの Custom Resource
l困ったときの Custom Resolver

l制約が美しくパフォーマンスの良い設計を生む（DynamoDB）
l万が一の障害も情報が迅速に提供されるので対処しやすい

lリモートワークにもフィット（100%フルリモートOK）



遭遇した壁
とはいえ、いろいろありました。



遭遇した壁その1
困ったこと!

• [らくらく連絡網.app] では、メールで
認証コードを送る

• ユーザにメールが届くまで
3分を超えると無効に
• 例えば POPサーバのチェック間隔が長
い場合

パスワードレス認証の有効期限は3分固定？編



遭遇した壁その1
解決策"

ワンタイムパスワード送信前の画面と
メール本文に注意書きを入れる

l (可能なら) メールではなく SMS の
ような即時性の高い通信手段で送る

パスワードレス認証の有効期限は3分固定？編



遭遇した壁その2
困ったこと!

• もともとキャリアメールで登録されるお客様
が多いサービス

• 日本のキャリアメールの迷惑メール対策でバ
ウンスされるとAWS SES のブラックリスト※
入りしてしまう

• これを避けるため外部のメールサーバを使い
たいが Cognito のメールはデフォルトでは
SES から送信される

Cognitoで外部のメールサーバを使えない？編

※正式には「グローバルサプレッションリスト」



遭遇した壁その2
解決策"

Cognito のトリガーを駆使して
メール送信する仕組みを自前で構築

Cognitoで外部のメールサーバを使えない？編

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools-working-with-aws-lambda-triggers.html



遭遇した壁その3

困ったこと!

• 最初はメールでのパスワードレス認証
だけだった

• メールアドレスが使えなくなった場合
の救済手段の追加を検討

• Cognito UserPool は認証手段を途中
で変更できない！

電話番号認証を途中で追加できない？編



遭遇した壁その3
解決策"

l幸いにもベータテスト期間が終わったので
UserPool を作り直せた

lシームレスに移行するには別の UserPool
を新規で作成しユーザデータを移行させる
ことができる
"ユーザー移行トリガー

電話番号認証を途中で追加できない？編



遭遇した壁その4
困ったこと!

• iOS に比べて Android の SDK で
Query すると10倍くらい遅い

• Android の AWS SDK (AppSync) のオ
ブジェクトマッパーのパフォーマンスに
違いがある

AppSync が Android だけ遅い？編



遭遇した壁その4
解決策"

lページあたりの取得データ件数を縮小
• 100件を20件に

l必要最小限のデータのみ取得するように
Query を修正
• DynamoDB のテーブル構造を最適化

AppSync が Android だけ遅い？編



遭遇した壁その5
困ったこと!

• 既存データの新規属性の値は「空」に
なってしまう

• すべての既存データにデフォルト値を
追加する定番の方法が無い

DBテーブルにデフォルト値がない？編



遭遇した壁その5
解決策"

l 自前のデータ移行スクリプトを作成し
データの新規属性にデフォルト値をセット
l DBトリガーに注意！

l 公式のマイグレーションツールが欲しい

DBテーブルにデフォルト値がない？編



こうなるといいなAMPLIFY
いろいろ期待すること。



こうなるといいところ
#Flutter 対応

#Amplify SDK 安定化

#Amplify CLI のバグ修正の迅速化

#AppSync の Pipeline Resolver の使い勝手

#AppSync の Resolver (VTL) のデバッグ方法

#実環境を用いたE2Eテストフレームワーク

#gh-ost ライクなデータマイグレーションツール



[おまけ] FIREBASE との違い

üセキュリティールール vs @auth (+ Lambda)
l手続き型 vs 宣言型

üDB 設計思想の違い
l階層型 vs リレーションシップ型
l全属性 index vs キー以外 index 無し



アフターAMPLIFYの世界
もう後戻りできない？



AMPLIFYで人間らしい生活を
レ ガ シ ー

「機械に任せるところは任せ、
人間らしく生活しよう」

あまりの快適さに、昔のやり方に戻れない体に…

AWS AMPLIFY


