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3つのアベイラビリティーゾーン（AZ）

事前の申し込みや審査不要

オンデマンドインスタンスや
Savings Plansの適用が可能
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2021年 3月2日大阪リージョンローンチ



100% 
Encrypted

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
All traffic, AWS traffic and customer traffic, is automatically encrypted before leaving any AWS facility.  That means that all the traffic on any of these spans is securely encrypted before it leaves our facilities.I was surprised to learn that some very large cloud providers don’t provide this assurance.  Instead they talk about how they control all the network spans.   This is simply not sufficient!   Unless you are going to secure every inch of 100s of thousands of miles of fiber optic cable (and you can’t do that)…You simply must encrypt.



“No really …everything fails”

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
But we are also aware that no matter how good our infrastructure design and operations are, some level of failure is unavoidable. Physical events like fires, floods, hurricanes and tornadoes are tangible proof that you can NOT achieve extremely high reliability from a single server or even a single datacenter.After we launched Amazon EC2, Availability Zones were one of the very first features we added. At the time, the idea of an Availability Zone was a brand new concept to most users. But this idea was  not new to Amazon because this is the way we had been running our internal systems for a long time.  



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
About 5 years before we launched AWS, we made a decision to expand the Amazon.com infrastructure beyond the single datacenter in Seattle. Several operational “near misses” made it clear that we needed an infrastructure strategy that allowed us to run our critical systems out of several datacenters. 



Seattle, WA

East Coast

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
One of the leading ideas at the time was to move our systems to two datacenters. One on the West Coast and the other on the East Coast.This was the availability model used by most of the world at that time and is still common today. But while this idea seems compelling at a high-level, it loses its charm when we get into the details. Amazon.com is a highly stateful, real-time application that needs to do things like keep inventory information up to date and consistent for all customers using the website. When you are trying to keep data that changes rapidly synchronized, with either strong or eventual consistency, latency matters. With a synchronous strategy, the latency between your replicas will directly impact your maximum transaction rate. And with an asynchronous strategy, the higher the latency, the more out of date your replicas will be.  For Amazon, where millions of customers are accessing real time inventory information and making real time changes to that information, neither a low transaction rate or out of date information is acceptable. This problem isn’t unique to Amazon. All modern high-scale applications need to support high transaction rates and provide up to date information to their users.  The obvious solution is to run from multiple datacenters located closer together. But how close?



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
Like most good engineering challenges, we have a tradeoff.  The further apart you put the two datacenters, the less likely they will be impacted by a single event. 



プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
But as you get further apart, the probability of these sorts of events impacting both datacenters goes down quickly.   Once you get to miles of separation, even natural disasters like hurricanes and earthquakes are unlikely to have significant impact on both datacenters. 






プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
Here I have added some estimates for how much latency would be observed  as we move our datacenters farther apart.






プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
The conclusion we came to is that to build high availability applications there is a goldilocks zone for your infrastructure.  When you look at risk, the further away the better, but after a handful of miles, there are diminishing returns.  This isn’t an exact range…too close varies a little based on the geographic region… Things like seismic activity, 100 year flood planes, the probability of large hurricanes or typhoons….can influence how we think about “too close”… but we want miles of separation.  And what about “too far”? Here we look at the latency between all Availability Zones in the region and target a maximum latency round-trip of less than 1 millisecond.  Whether you are setting up replication with a relational database, or running a distributed system like DynamoDB or Amazon S3… we have found that things get challenging when you increase latency much beyond 1 millisecond.






AWS Region

Transit center

Availability Zone

Transit center

Availability ZoneAvailability Zone

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
For most customers properly designed Availability Zones provide a powerful tool to cost effectively achieve very high availability.   We believe the availably you can achieve with Availability Zones is sufficient for the vast majority of workloads. But some customers require even higher levels of assurance…for example because of regulatory requirements.  And for these workloads AWS offers the option to run applications in multiple geographic regions, to obtain even higher fault tolerance and disaster isolation.  And here too, we think about things a little differently.



リージョンについて

AWS の「リージョン」は、アベイラビリティゾーン (データセンター群)
を束ねた設計となっています。

AZ間はAWSの専用線で接続

AZ

AZ

AZ AZ AZ

Transit

Transit



AWS の「アベイラビリティゾーン（AZ）」は
複数のデータセンターによって構成された
耐障害性を意識した設計を採用

AZ

AZ

AZ AZ AZ

Transit

Transit

1データセンターあたり数万台以上のサーバー
データセンター間はAWSの専用線で接続

リージョンとアベイラビリティゾーン

データセンター

データセンター

データセンター

データセンター

• どのリージョンも2つ以上のAZ

• AZは1つ以上のDCから構成
– 1つのDCは2つのAZに所属しない
– 6つのDCを持つAZも存在

• DC間通信はプライベート
– AZ内のDC間接続は気にしなくても良い
– 低レイテンシー/フル帯域で利用可能



基本サービスその１ Amazon VPC

インターネット

リージョン

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、リージョンの中にVPCを定義します。VPCは、完全に隔離されたネットワーク空間です。



インターネット
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サブネット
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Public
サブネット

Private 
サブネット

基本サービスその１ Amazon VPC

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、リージョンの中にVPCを定義します。VPCは、完全に隔離されたネットワーク空間です。
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基本サービスその１ Amazon VPC

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、リージョンの中にVPCを定義します。VPCは、完全に隔離されたネットワーク空間です。
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基本サービスその１ Amazon VPC

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、リージョンの中にVPCを定義します。VPCは、完全に隔離されたネットワーク空間です。



インターネット

リージョン

AZ AZ

インターネットゲートウェイ
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基本サービスその１ Amazon VPC

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まず、リージョンの中にVPCを定義します。VPCは、完全に隔離されたネットワーク空間です。



基本サービスその2：Amazon EC2

OS
アプリケーション

設定

AMI

実行中または
停止された VM

インスタンス

AZ

リージョン
S3

EBS スナップショット

AZ

インスタンス インスタンス

EBS EBS

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
EC2 インスタンスの起動に関しては、単一の AMI から異なるタイプの複数のインスタンスを起動できます。インスタンスタイプとは本質的に、インスタンスに使用されるホストコンピュータのハードウェアを決定するものです。インスタンスタイプごとに、コンピューティング能力とメモリの大きさが異なります。インスタンスタイプは、インスタンス上で実行するアプリケーションやソフトウェアに必要なメモリの量と処理能力に応じて選択します。停止または終了するまで、あるいは障害が発生するまで、インスタンスは稼働し続けます。 インスタンスは、リージョン内のアベイラビリティーゾーン (AZ) の Amazon EC2 パブリッククラウドまたは Amazon Virtual Private Cloud にデプロイされます。Amazon EC2 インスタンスでセキュリティやネットワークアクセスを設定できます。リージョン内の複数の AZ にデプロイすることが可能です。目的のインスタンスタイプを選択したら、AMI のインスタンスを必要な数だけ開始し、モニタリングし、終了します。この作業には、ウェブサービス API や提供されているさまざまな管理ツールを使用できます。 Amazon EC2 インスタンスは、各アベイラビリティーゾーンの Amazon Elastic Block Store ボリュームを活用できます。複数のロケーションで実行するか、静的 IP のエンドポイントを利用するか、または永続的なブロックストレージをインスタンスにアタッチするかを決定します。Amazon EBS ボリュームは「スナップショット」を使用して保存できます。また、Amazon S3 バケットを使用して、Amazon EC2 インスタンスに必要なデータオブジェクトを保存することが可能です。利用料金は、インスタンス稼働時間またはデータ転送のような、お客様が実際に消費するリソースに対してのみ発生します。 



 RDBの運用工数を削減するサービス
 MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL,   

MariaDB, Amazon Aurora （MySQL or 
PostgreSQL互換）

 時間課金ライセンス
 バックアップは5分間隔で最大35日前まで
 パッチの適応は自動化（含むZero ダウンタイムパッチ）
 複数ノードの冗長化、リードレプリカ同期が完全自動化

Amazon 
RDS

基本サービスその3：Amazon RDS



Amazon RDSの特徴
スキーマデザイン

クエリの作成

クエリの最適化

自動化されたフェイルオーバー

バックアップとリカバリ

分離とセキュリティ

コンプライアンスへの準拠

数クリックでスケール

自動化されたパッチ適用

拡張モニタリング

定期的に実施するメンテナンス

時間のかかるデータベース管理タスクを自動化
より付加価値の高いタスクに専念できます

お客様

AWS



• Amazon S3 では、データがオブジェク
トとしてバケットに保存される

• オブジェクトは、ファイルと、そのファ
イルについて説明する任意のメタデータ
(省略可能) で構成される

• バケットとそのオブジェクトのアクセス
ログを制御できる

• ファイルの世代管理・保存に対応

Amazon 
S3

オブジェクト
が保存された
バケット

バケット

オブジェクト

基本サービスその4：Amazon S3

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
まずS3の概要をご説明します。S3で保存されるデータはオブジェクトと呼ばれます。オブジェクトはバケットに保存されます。オブジェクトは、ファイルと、任意のメタデータから構成されます。オブジェクトには、任意のメタデータを付与することができます。メタデータというのは、タグのようなものと考えていただければと思います。アカウントあたり最大100個のバケットを所有することができます。このバケットは画像を記録する、このバケットはログを記録する、といったように、用途に応じてバケットを使い分けることができます。最後に、バケットやオブジェクトのアクセスログを記録することができます。アクセスログを使用して、アクセスの分析を行うことができます。--Amazon S3 を最大限に活用するために、いくつかの簡単な概念を理解する必要があります。第一に、Amazon S3 では、データがオブジェクトとしてバケットに保存されます。 オブジェクトは、ファイルと、そのファイルについて説明する任意のメタデータで構成されます。Amazon S3 でオブジェクトを保存するには、バケットに保存するファイルをアップロードします。ファイルをアップロードする際には、オブジェクトにも、いずれのメタデータにも権限を設定できます。 バケットはオブジェクトの論理的なコンテナです。1 つのアカウントに複数のバ�ケットを配置できます。それぞれのバケットのアクセスを制御できます。つまり、バケットのオブジェクトを作成、削除、一覧できるユーザーを指定できるということです。また、バケットのアクセスログとそのオブジェクトを確認して、バケットとそのコンテンツを保存する Amazon S3 の地理的なリージョンを選択でき�ます。



オペレーティングシステム

オブジェクトストレージの特徴
ファイルストレージブロックストレージオブジェクトストレージ

key key key

オブジェクト

オブジェクト
オブジェクト

…

ファイルシステム

File

Block
番号

Block
番号

オブジェクト、それに付随するメタデータ、
そのオブジェクトにアあクセスするためのユ
ニークなIDで構成されるデータの倉庫

File

File

File

File

http/https SCSI

SMB/NFS



データの種類に応じて適切なデータストアを選択

サーバー

ローカル
ストレージ

サーバー

ローカル
ストレージ

共有
ストレージ

データベース
(RDBMS)

データベース
(NoSQL)

・ショッピングカート
・セッション情報

・ユーザ情報
・商品情報
・在庫情報

・商品画像データ

基本サービスその4：Amazon S3

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
商品の画像データのような、データサイズが比較的大きいデータは、データベースではなく、共有ストレージであるS3に保存しましょう。では、ここからS3について説明していきます。



スケーラビリティの確保

レイテンシー
（遅延時間）を
モニタリング

CloudWatchAuto Scaling

Elastic Load 
Balancing

Auto Scaling グループ

Auto Scalingの
ポリシーを実行

多数のユーザー

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
Auto Scalingは、単体でもご利用いただけますが、関連するサービスを連携させることで、より便利にお使いいただけます。この図では、多数のユーザーが、システムにアクセスを行っている状況を表しています。ユーザーのトラフィックは、ロードバランサーのサービスである「ELB」を使用して、複数のEC2インスタンスに負荷分散を行うことができます。このとき、ロードバランサー側で、リクエスト・レスポンスにかかっている処理時間は、CloudWatchというモニタリングサービスで監視することができます。この処理時間が所定の値以上になった場合、つまり処理に時間がかかっている状況になった場合、CloudWatchは、AutoScalingの「ポリシー」を実行することができます。 Auto Scaling は、ポリシーの設定に従い、新しいインスタンスを起動し、インスタンスのグループに追加することができます。



開発、そしてビジネスを支えるテクノロジー群

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
開発者に代わり、可能な限り多くの機能を実装しておくことで、皆さんは必要な時にすぐサービスとしてその機能を取り込んでいくことが可能です。ますます加速するデジタライゼーション時代において、不足が予想され、さらに貴重となるエンジニアリソースをより効率的に価値の高いサービス開発に振り向けることができます。これからのビジネスやサービス開発では、エンジニアがより重要な比重を占めるようになります。これからも、多くのテクノロジーをクラウドは取り込みサービス化します。これにより、企業は従来外部リソースに頼りがちであった新しい技術への取り組みが、自社エンジニアによる内製化へシフトさせることへのチャレンジができます。テクノロジジーを自社でコントロールできるようになることで、変化に強い開発を実現させることができます。
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価値を生みずらい重労働 (Undifferentiated Heavy Lifting)

冗長構成
Backup
パッチ適応
PITR（Point In Time Recovery)



大阪リージョンのユースケース

まず最初に、ユーザーと用途を特定

1． 社内基盤
2． フロントエンドシステム
3. 災害対策（DR）



社内基盤 大阪リージョンとのDirect Connect接続

• Direct Connect Gateway経由で全世界の
Direct Connect ロケーションから接続可能

• 東京リージョンのDirect Connectロケーショ
ンを利用しても、東京のCC1,TY2を利用しな
ければ、東京の災害の影響を受けない

•東京を経由せず、直接大阪へ到達する
専用線の速度は距離に依存 東京リージョン

大阪リージョン
東京リージョンのAWS Direct Connect ロケーション
• Equinix OS1 – Osaka
• AT Tokyo Chuo Data Center – Tokyo
• Equinix TY2, TY6 – TY8 – Tokyo
• Chief Telecom LY, Taipei, TWN
• Chunghwa Telecom, Taipei, TWN



大阪 / 東京リージョンのネットワーク接続構成

VPN
gateway

オンプレミス環境 VPNルータ

AWS Cloud

大阪リージョン

VPN
gateway

東京リージョン

Direct Connect Gateway

Equinix OS1 @Tokyo CC1/Equinix TY2など

34

依存しない
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フロントエンド
会社よりユーザーのレイテンシーを考慮

0.8 vs  1.5
0.9 vs  1.3
39.1 vs 104.3

大阪 東京
通信量(Tbps)

人口(千万人）

GDP(兆円）



災害対策（DR）
RPO, RTO 要件の明確化

サービス停止時間（ダウンタイム）
システム復旧時間

RPO RTO

トランザクション消失

Recovery Point Objective (RPO) Recovery Time Objective (RTO)

 該当サービス復旧にかけられる時間
 1分、15分、1時間、4時間、1日？
 データリストアや、システム再起動等の
技術選択に影響

 ディザスタリカバリの復旧時点の目標値
バックアップ・データを取得するタイミング
や頻度のこと

 どの程度のデータ損失が許容されるか？
 バックアップ・リストアの運用間隔や
データレプリケーションの技術選択に影響

災害
発生

サービス
再開



災害対策（DR）
RPO, RTO 要件の明確化

サービス停止時間（ダウンタイム）
システム復旧時間

RPO RTO

トランザクション消失 災害
発生

サービス
再開

コスト

時間

ビジネス要件として設定
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東京リージョンとの組み合わせによって
ミッションクリティカルなワークロード
を日本国内2つの異なる地域で稼働可能

約400km

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
また、東京リージョンと組み合わせることによって、�国内に400km離れて設置されたAZを複数活用するマルチAZ構成を組むことが可能になるため、コンプライアンス、セキュリティ要件が厳しい企業においても�ミッションクリティカルなワークロードに活用できる
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東京リージョンとの組み合わせによって
ミッションクリティカルなワークロード
を日本国内2つの異なる地域で稼働可能

実測約8ms

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
また、東京リージョンと組み合わせることによって、�国内に400km離れて設置されたAZを複数活用するマルチAZ構成を組むことが可能になるため、コンプライアンス、セキュリティ要件が厳しい企業においても�ミッションクリティカルなワークロードに活用できる



リージョン間のネットワーク

リージョン間で実現できること

• AWS Direct Connect  Gateway経由での接続
• インターリージョンVPC Peering
• Amazon EC2 リージョン間のAMIコピー
• Amazon S3 リージョン間のレプリケーション
• Amazon RDS リージョン間のリードレプリカ
• Amazon Dynamo DB リージョン間のレプリカライブラリ
• Route 53 DNS フェイルオーバー

大阪リージョンと東京リージョンを結ぶ冗長化された広帯
域の専用ネットワークにより、信頼性の高い通信を実現

東京リージョン
大阪リージョン
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AWS での DR の主な4つのシナリオ

バックアップ
リストア

パイロット
ライト

ウォーム
スタンバイ

ホットスタンバイ
（マルチサイト）

 優先度の低いユースケース

 費用：$

 低いRTOとRPO要件を満たす

 費用：$$

 素早いRTOとRPOを必要と
するソリューション

 費用：$$$

 自動フェールオーバー

 費用: $$$$

Low HighRPO/RTO: 
分単位

RPO/RTO:
秒単位

RPO/RTO: 
リアルタイム

RPO/RTO: 
時間単位
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バックアップ&リストア

42

本番サイト（東京リージョン） DRサイト（大阪リージョン）

コンテンツ保存用
S3 Bucket

Web サーバー AMI

AP サーバー AMI

RDS スナップ
ショット

スナップショット
取得

コンテンツ保存用
S3 Bucket

Web サーバー AMI

AP サーバー AMI

RDS スナップ
ショット

クロス
リージョン
レプリ
ケーション

Amazon 
Route 53

App App

Web Web

要件に応じて「オンデマンドキャパシティ予約」や
「ゾーンリザーブドインスタンス」での

キャパシティ予約も検討
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パイロットライト
Amazon Route 53

AWS
CloudFormation

VPC Peering

クロスリージョンレプリカや
Auroraグローバルデータベースの仕組みを使って同期する

コンテンツ保存用
S3 Bucket

Web サーバー AMI

AP サーバー AMI AP サーバー AMI

Web サーバー AMI

コンテンツ保存用
S3 Bucket

必要に応じて
CloudFormation

テンプレート化も検討

クロスリージョンレプリ
ケーション

App App

Web Web

DRサイト（大阪リージョン）本番サイト（東京リージョン）
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要件に応じて「オンデマンドキャパシティ予約」や
「ゾーンリザーブドインスタンス」での

キャパシティ予約も検討
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ウォームスタンバイ

VPC Peering

Amazon Route 53

クロスリージョンレプリカ
やGlobal Databaseの仕組
みを使って同期する

DNSはメインサイトを向いているが
、DRサイトでもサービス提供可能な

状態

平常時からメインサイトと同一
機能を提供するシステムを
最小サイズで稼働しておく

AMI
OS機能やソフトウェアにより
データレプリケーションを実施

S3を使用する構成も想定
App App

Web Web

App

Web

DRサイト（大阪リージョン）本番サイト（東京リージョン）
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要件に応じて「オンデマンドキャパシティ予約」や
「ゾーンリザーブドインスタンス」での

キャパシティ予約も検討
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ホットスタンバイ

VPC Peering

Amazon Route 53

AMI

Auto Scaling

Route 53 ヘルスチェックの利用に
よりActiveなサイトのみに振り分け

Auto Scaling

AMI

クロスリージョンレプリカ
やGlobal Databaseの仕組
みを使って同期する

App App

Web Web

App App

Web Web

DRサイト（大阪リージョン）本番サイト（東京リージョン）
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VPCの接続バリエーション
VPC peering

• １vs１の関係
• 100 VPCまで
• VPC間のSecurity groups
• Inter-region対応

Transit VPC
• スポークの１つに配置
• 帯域の制限
• 制御が複雑
• インスタンスとライセンス費用
• Inter-region対応

AWS Transit Gateway
• 1vs1でも1vsNでもroute table次第
• スケーラブル
• AZごとのエンドポイント費用
• Inter-region未対応

（リージョン間Peering)
（大阪リージョン未対応）

Account Account

Account Account

Development

Account Account

Account Account

Testing

Account Account

Account Account

Production Shared Services

Route 
Tables

Route 
Tables

Transit Gateway

AWS PrivateLink

• 1 vs Nの関係（AWSサービス毎）
• スケーラブル
• IPアドレス重複でもOK
• NLBとエンドポイント費用
• Inter-region対応
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Thank you!
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Please complete 
the session survey
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