
 1 

 

 

 

 

 

 

 

AWS モダンアプリケーション開発 
AWS におけるクラウドネイティブなモダンアプリケーション開発と実装パターン 
 

 

2019 年 6 ⽉ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



アマゾン ウェブ サービス - AWS モダンアプリケーション開発                  

 

 2ページ 

© 2019, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates all rights reserved.  

 

注意  

本書は情報提供のみを⽬的としています。本書の発⾏時点における AWS の現⾏製品と慣⾏

を表したものであり、それらは予告なく変更されることがあります。 お客様は本書の情報、お

よび AWS 製品またはサービスの利⽤について、独⾃の 評価に基づき判断する責任を負いま

す。いずれの AWS 製品またはサービスも、 明⽰または黙⽰を問わずいかなる保証も伴うこと

なく、「現状のまま」提供され ます。本書のいかなる内容も、AWS、その関係者、サプライヤ

ー、またはライ センサーからの保証、表明、契約的責任、条件や確約を意味するものではあり

ません。お客様に対する AWS の責任は AWS 契約によって規定されています。ま た、本⽂書

は、AWS とお客様との間の契約に属するものではなく、また、当該契約が本⽂書によって修正

されることもありません。 
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なぜモダンアプリケーションなのか 
モダンアプリケーションとは何かを述べる前に、現在の企業をとりまく状況について少し整理し

てみましょう。現在の企業は、益々グローバル化を進めており、そのプロダクトの多くはデジタル化

されつつある状況です。クラウド、モバイル、ビッグデータやソーシャルテクノロジーがアプリケー

ション開発にインパクトを与えていますが、これらの新しいデジタル技術の登場によって、変化への

要求はこれまでになくスピードを求められています。企業のリーダーは最⾼のパフォーマンスを実現

する組織にするために、新しいデジタル化された DNA を企業カルチャー、プロセス、テクノロジー

に繋ぎ合わせなければなりません。急速なイノベーションは企業にとってもはや必須となっており、

企業内の⼈材を活⽤して利益を伸ばす活動を⾏いつつ、新しいアイデアを育てて新しい機会を探索し

ていく必要があります。急速なイノベーションのコアにあるのは、デジタルテクノロジーです。 

 

イノベーションを加速するフライホイール（弾み⾞） 

なぜイノベーションを加速しないといけないのでしょうか。ビジネスを取り巻く環境は、これま

でにないペースで変化が発⽣し、ほとんどすべての産業にインパクトを与えています。企業はグロー

バル化が進み、製品やサービスのデジタル化が進んでいます。顧客の体験もより⾼度になり、顧客の

情報収集と選択⼒も強化されています。迅速なイノベーションが競争の意味を変えつつあります。イ

ノベーションによって競合他社が、ほんの数ヶ⽉でそれまでの無名な企業から競争優位的な⽴場に⽴

つことが可能です。単にイノベーションを⽣むだけでは⼗分ではありません。可能な限り素早くイノ

ベーションを起こすことが必要です。では、どうやってイノベーションを加速させるのでしょうか。

これはアマゾン⾃体が学んだことですが、実験がイノベーションを加速します。実験して顧客の声に

⽿を傾け、反復し、また実験します。失敗を恐れず実験した結果を次に活かします。私たちはこれを

イノベーションフライホイールと呼んでいます。このイノベーションフライホイールを素早く回すた

めには、迅速にリリースしてフィードバックを受け取り、素早く新しい機能を組み込み、リリースす

る仕組みが必要です。これを可能としたのがモダンアプリケーションです。後のセクションで述べま

すが、モダンアプリケーションには、このイノベーションフライホイールを素早く回すために重要

な、いくつかの特徴があります。モダンアプリケーションを開発することで、これらの特徴を活かし

てビジネスのイノベーションを迅速に⾏うことが可能になります。つまり、モダンアプリケーション

開発とは、素早いイノベーションによって競争的差別化を作り出すことに他なりません。 

 

  



アマゾン ウェブ サービス - AWS モダンアプリケーション開発                  

 

 6ページ 

モダンアプリケーション開発とは 
最も成功した企業は、彼らが構築する技術が競争上の差別化要因であることを認識しています。

その結果、企業はビジネスに勝ち抜き成⻑するために、より早く⾰新する必要があります。イノベー

ションを進める環境を促進するために、成功した企業は、新しい開発と運⽤のプラクティスの組み合

わせによって、アプリケーションの設計、構築、および管理の⽅法を変更しています。これをモダン

アプリケーション開発と呼びます。モダンアプリケーション開発は急速なイノベーションを可能にす

ることによって競争上の差別化を⽣み出します。⾰新的な企業が、インフラストラクチャの管理、プ

ロビジョニングといった標準的で価値を⽣みだしにくいオペレーションから、付加価値を⽣む活動に

リソースをシフトすることで、より多くの実験を⾏い、アイデアをより早く市場に投⼊できます。モ

ダンアプリケーション開発のプラクティスは、組織がスピードと敏捷性を伴う⾰新を実現する⽅法で

す。私達は私達の顧客がアプリケーションをモダン化するために、これらのプラクティスを利⽤する

のを⾒てきました。⼀部の企業はオンプレミスの仮想マシンで動作するアプリケーションを AWS の

仮想サーバープラットフォームである Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）1 へリホ

スト（リフトとシフト）してクラウドに移⾏し、他の企業はアプリケーションをコンテナ化すること

でプラットフォーム再編を⾏ってクラウドの最適化を進めています。さらに他の企業では、アプリケ

ーションのアーキテクチャを⾒直すことでモノリシックなアーキテクチャからマイクロサービスアー

キテクチャへと移⾏します。多くの企業は、クラウドネイティブアプリケーションを構築することで

運⽤の負担から解放され、それによってビジネス価値の提供に集中できるようになります。 

 

モダンアプリケーションの能⼒ 

モダンアプリケーションに求められる能⼒として以下を挙げることができます。 

 

• セキュアであること 

• レジリエントであること（弾⼒性） 

• エラスティックであること（伸縮性） 

• モジュール化されていること 

• ⾃動化されていること 

• 相互運⽤性があること 

 

これらモダンアプリケーションの能⼒について確認しましょう。 

 

                                            
1 Amazon EC2 https://aws.amazon.com/jp/ec2/ 
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セキュアであること 
アプリケーションは⾔うまでもなくセキュアであることが重要です。セキュリティはどこか⼀箇

所だけで設定するのではなく、すべてのレイヤ及びライフサイクルのすべてに渡って確保されている

ことが重要です。 

レジリエントであること 
モダンアプリケーションは弾⼒性を持ちます。例えば利⽤しているデータソースやストレージな

どに対する呼び出しが失敗した場合でもアプリケーションが応答不能になるのではなく、失敗の可能

性を考慮してリトライ処理や例外処理を実装し、穏やかにアプリケーションの機能を制限するように

します。マイクロサービスアーキテクチャ2 を採⽤し他のサービスと連携して動作する場合も同様で

す。 

エラスティックであること 
モダンアプリケーションは伸縮性を持ちます。アプリケーションはリクエストに応じてスケール

アウトやスケールインする伸縮性を提供することで、機会損失を防ぎながらコストの最適化を実現し

ます。これらのオペレーションを⾃動化、またはそのような機能を提供するマネージドサービスを利

⽤することによって運⽤の負荷を軽減すると共に、⾼負荷に起因するアプリケーションの停⽌や問題

の発⽣を防ぎます。 

モジュール化されていること 
モダンアプリケーションはモジュール化された構造を持ち、⾼凝集、疎結合の原則を守ります。

より⼤規模なシステムではモノリスな⼀枚岩のシステムではなく、ドメイン境界に従った特定の責務

を持つ個別のサービスとしてモジュール化するようにします。これらのサービスは個々に可⽤性やス

ケール条件を設定できるようになるだけでなく個別のデプロイが可能となるため、リリースの頻度を

⾼められるようになります。 

⾃動化されていること 
モダンアプリケーションは、より頻繁にリリースするためにインテグレーションやデプロイが⾃

動化されている必要があります。⼈⼿を介するとミスが発⽣する可能性があり、また担当者でなけれ

ばデプロイ出来ないという属⼈性が⽣まれたりします。それでは頻繁にリリースすることができない

ので、ソースコードをリポジトリにプッシュしたらパイプラインを実⾏し、コードをビルドしてテス

トを実⾏し、テストがパスしたらデプロイする⼀連の処理をすべて⾃動化します。継続的インテグレ

ーション・継続的デリバリー/デプロイメント（CI/CD）環境を構築することにより、頻繁にリリー

スを⾏えるようにします。 

                                            
2 https://martinfowler.com/articles/microservices.html 
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相互運⽤性があること 
モダンアプリケーションでは各サービスが連携しながら要求された処理を実現するように構築さ

れます。この時に重要なのは互いのサービスに影響を与えずに個別に機能を追加し頻繁にリリースで

きるようにすることです。そのためにはサービス間で実装の詳細を隠蔽し、公開された API（アプリ

ケーションプログラミングインターフェイス）のみで相互に利⽤できるようにします。また過去のバ

ージョンの API との互換性を維持することも重要です。 

 

モダンアプリケーションの定義は様々ですが、このホワイトペーパーでは、よりクラウドサービ

スを活⽤するという視点で、サーバーレステクノロジーやコンテナを利⽤したアプリケーションにフ

ォーカスして解説を進めます。 

 

モダンアプリケーション開発のベストプラクティス 

私たちは、お客様や私たち⾃⾝の開発チームとの多くの会話を通して、最も成功している組織が

共通の慣習に従って迅速に⾰新的なアイデアを市場に投⼊することを確認しました。これらをモダン

アプリケーション開発のベストプラクティスとしてまとめました。 

 

セキュリティとコンプライアンス 
AWS で何かを始めるときは常にセキュリティとコンプライアンスから始めます。モダンアプリケ

ーション開発の最初のプラクティスは、アプリケーションのライフサイクル全体に渡ってセキュリテ

ィとコンプライアンスを構築することです。アプリケーションのライフサイクル全体をセキュアにす

ることでイノベーションの速度を落とすことなく脅威に対応することができます。具体的には、 

 

• 認証を正しく⾏うことで、アクセスを制御し不正なアクセスを防ぎます。 

• 認可では、柔軟なポリシーを使⽤してロールベースのアクセス制御を実装し、管理の複

雑化を防ぎつつ適切な権限を与え利⽤を制限します。 

• 監査とガバナンスによってアプリケーションの振る舞いを評価し、コンプライアンス要

件に従っていることを確認します。 

• アプリケーションの各ステップを検証することで、意図した通りに機能することを確認

します。 

 

アプリケーションが意図した通りに動作することを確実に確認しなければなりません。しかし同

時に開発のスピードを低下させることはできません。アプリケーションの構築をデベロッパーに要求

しますが、無制限に権限を与えるわけではありません。またセキュリティを担保するためにデベロッ

パーから必要な権限を取り上げることでもありません。重要なのは、アプリケーションを保護するた
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めにアプリケーションのライフサイクル全体を通じてセキュリティ対策を⾏うことです。これを実現

するためには⾃動化された継続的なセキュリティ評価の仕組みを取り⼊れます。モダンアプリケーシ

ョンは、アイデンティティを安全に認証し、各種リソースにアクセスするために必要な権限を与えた

ロールベースのアクセス制御によって認可され、アプリケーションの各ステップでソリューションが

意図した通りに機能することを検証します。そして、アプリケーションの振る舞いを評価し、監査お

よびコンプライアンスの要件を満たしていることを確認します。 

 

マイクロサービス アーキテクチャ 
次のプラクティスは、アプリケーションの構造をマイクロサービスの集まりにすることです。モ

ノリスなアプリケーションは、⼤規模になると修正や機能追加に対する⾒通しが悪くなり、変更の影

響範囲を図ることが困難になります。結果としてほんの少しの変更でも毎回⼤規模なリグレッション

テストが必要となり、次第に新機能の追加を⾏うことが徐々に難しくなります。それに対してマイク

ロサービスアーキテクチャで構成されたアプリケーションでは、個々のサービスが疎結合で緩やかに

連携しているため、個々のサービス単位で変更や機能追加が可能となり、より迅速なリリースが可能

となります。モノリスなレガシーアプリケーションを使⽤しているお客様は、レガシーアプリケーシ

ョンを疎結合なマイクロサービスに分割することで、より機動的かつ柔軟になります。マイクロサー

ビスは別々にデプロイされますが、相互に対話してアプリケーションとして機能することができる、

モジュール化されたコンポーネントです。マイクロサービスは迅速に構築、変更、およびデプロイで

きるため、開発者はイノベーションのスピードを上げることができます。各マイクロサービスを開発

するチームは、サービスを独⾃に設計、開発、デプロイ、および運⽤して、サービスの所有者となり

ます。 

では、分散された状態で、サービスはどのように連携すべきでしょうか。マイクロサービスにま

たがって共有されるデータストアは望まない密結合を導⼊してしまいます。なぜならそれがサービス

間の同期的な連携を作るからです。これはマイクロサービス間の依存関係を作成し、パフォーマンス

と可⽤性についての課題を⽣みます。そうではなく、その代わりにすべてのデータ交換を各サービス

が公開する API かキューを利⽤した⾮同期メッセージングを通じて⾏うことを強制します。キュー

イングされたメッセージのイベントを間に挟むことでトランザクションの境界が⽣まれ、分散して⾃

律的に動作する処理を実現できます。 

 

メッセージングは次のメカニズムを提供することでスケーラビリティ、耐障害性、⾼可⽤性、⼀

貫性と分散トランザクション管理を達成するために役⽴ちます。 

 

• 信頼性が⾼く、耐障害性の⾼いメッセージ配信機構 

• 単⼀⽅向のノンブロッキングオペレーションの作成 

• お互いの依存関係を低減すること 
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• システムの論理的な分解点に焦点を合わせ、それぞれのコンポーネントの⾃律性を⾼めるこ

と 

 

これらを採⽤したアーキテクチャ設計を⾏うことで API と疎結合なコミュニケーションが可能と

なり、お互いのサービスが⾃律的に動作し⾃動化を可能にして信頼性を向上させることができます。 

 

さらに複数のマイクロサービスを連携して⼀連の処理を⾏う場合は複数のサービスにまたがった

⼀連の処理で、どのように状態を監視すれば良いでしょうか。また、どのように正しい順番や正しい

時間に処理を実⾏することを確実にできるでしょうか。それにはステートマシンの考え⽅が必要で

す。簡単に⾔うと、すべてのサービス間でワークフローを調整する⽅法が必要です。タスクにタイム

アウトを設定し、実⾏を中断し、タスクにハートビートを送信させ、細かい粒度で監視と監査を⾏わ

せます。ワークフローで複数のサービスを連携することで、敏捷性、⽣産性、および柔軟性が向上し

ます。マイクロサービスが正しい順序で適切なタイミングで実⾏されていることを確実にするため

に、モダンアプリケーションは状態とワークフローを管理するためのオーケストレーションツール、

およびメッセージングを使⽤します。オーケストレーションは⼿順の構築や変更が容易な、堅牢で回

復⼒のあるアプリケーションとして複数のサービスを調整します。メッセージングを利⽤することで

マイクロサービス間の依存関係が取り除かれるため、システムの耐障害性とスケーラビリティが向上

します。メッセージングとオーケストレーションを組み合わせると、ワークフロー、状態管理、およ

びサービス間の通信から解放され、開発者はビジネスロジックに集中することができます。 

 

サーバーレステクノロジーの活⽤ 
次のモダンアプリケーションのプラクティスは可能な限りサーバーレステクノロジーで構築する

ことです。ビジネスで重要なシステムを⽇々実⾏する上で、なぜサーバーや OS の管理や運⽤が必要

なのでしょうか。OS の管理で運⽤担当者は当然セキュリティパッチの適⽤にも注意を払う必要があ

ります。要求に応じて拡張する代わりに、予め余分な能⼒を⽤意して⾼可⽤性や耐久性に対応する必

要もあります。利⽤量に応じて⽀払うのではなく、あらかじめ余分に確保した構成全体にお⾦を払わ

なければなりません。それらの直接には付加価値を⽣まない重労働に貴重なリソースを投⼊したり、

IT 予算の多くを費やしたりしているのではないでしょうか。 

サーバーレステクノロジーを利⽤することで、インフラストラクチャのプロビジョニングや管理

が不要となり、サーバーやオペレーティングシステムのパッチ適⽤などの運⽤管理から解放されま

す。普段は余分な計算能⼒を常に維持して⾼可⽤性と耐久性に対処したり、使⽤量に関係なく⼀定の

コストを払ったりする必要はなくなります。モダンアプリケーションは、サーバーレステクノロジー

の利⽤を前提に設計し、サーバーレステクノロジーによってアーキテクチャを構成し、デプロイし、

管理することによってセキュアに保つことができます。開発者を悩ませている操作上の複雑さの多く
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を解消することで俊敏性が⾼まります。この運⽤のオーバーヘッドの削減により、開発者は拡張可能

で信頼性の⾼い優れた製品の開発に時間とエネルギーを傾けることができます。 

サーバーレステクノロジーでマイクロサービスを構築することで、運⽤タスクの負担を軽減し、

可能な限り⾃動化することで、敏捷性と⾰新性がさらに⾼まります。サーバーレステクノロジーによ

り、企業はサーバー、オペレーティングシステム、ミドルウェアをプロビジョニング、または保守す

る必要なしにアプリケーションを構築および実⾏できます。サーバーレス テクノロジーは、ワーク

ロードの正確なサイズに合わせて⾃動的に拡張されます。つまり、スケールの管理について⼼配する

必要がなく、アイドル状態になることもありません。また、⾼可⽤性とフォールト トレランスがデ

フォルトで組み込まれているため、それらのための設計について⼼配する必要もありません。 AWS

では、AWS Lambda3 やコンテナ⽤の AWS Fargate4 などのサーバーレスコンピューティングを提

供しています。ストレージには Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）5 があります。デ

ータ ストアとして、Amazon DynamoDB6 を使⽤した⾼速で柔軟な NoSQL データベースを提供し

ています。しかしながらエンドツーエンドのサーバーレスアプリケーションを構築し、それらを正常

に実⾏するには、コンピューティング、データベース、およびストレージだけでは完成しません。お

客様は AWS が提供する API 管理、メッセージング、オーケストレーション、トラブルシューティン

グ、監視などの機能を活⽤して、アプリケーション全体でサーバーレステクノロジーの恩恵を受ける

ことができます。 

 

継続的インテグレーションと継続的デリバリープラクティスによるデプロイの⾃動

化 
企業が迅速に⾰新する理由は、顧客に最⼤の価値をできるだけ早く提供するためです。これを⾏

うために、モダンアプリケーション開発は継続的インテグレーション/継続的デリバリー・デプロイ

メント（CI/CD）を使⽤して、ビルドからテスト、ステージング、そして本番環境へのデプロイの承

認まで、リリース プロセス全体を⾃動化します。 CI/CD のプラクティスは、セキュリティを検証

し、各段階で変更を監査する機会を提供します。すべてを⾃動的にテストすることで、企業はより⾼

品質の機能をデプロイし、それらの機能をより迅速に顧客に提供できるようになります。 AWS は、

CI/CD ⽤のフルマネージドな開発ツール⼀式と、お客様が選択したサードパーティ製ツールを使⽤

するための機能を提供します。 

 

                                            
3 AWS Lambda https://aws.amazon.com/jp/lambda/ 
4 AWS Fargate https://aws.amazon.com/jp/fargate/ 
5 Amazon S3 https://aws.amazon.com/jp/s3/ 
6 Amazon DynamoDB https://aws.amazon.com/jp/dynamodb/ 
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インフラストラクチャをコードで管理 
CI/CD を有効にするためのコアプラクティスは、コードを使⽤してアプリケーションとインフラ

ストラクチャをモデル化することです。アプリケーションとインフラストラクチャをコードとしてモ

デル化することで、インフラストラクチャ管理を開発パイプラインに取り⼊れ、そこで CI/CD プラ

クティスを使⽤して管理とテストを⾏い、エラーを減らしてプロビジョニングをスピードアップしま

す。 AWS では、AWS CloudFormation7 や AWS Serverless Application Model（SAM）8、AWS 

Cloud Development Kit（CDK）9 などのアプリケーションとインフラストラクチャーを構築するた

めのツールを提供しています。 

 

モニタリングとロギングを組み込む 
モダンアプリケーションでは、組み込みの監視およびログツールからのデータを使⽤して、エン

ドツーエンドの監視性を維持し、顧客エクスペリエンスを維持および向上します。現代の複雑なアプ

リケーションでは、アプリケーション ログ、モバイルデータ、Web クリックストリーム、IoT セン

サー、顧客の⾏動記録など監視すべきことがたくさんあります。モダンアプリケーション開発者はこ

れらを活⽤できるようにアプリケーションを構築します。 

 

これらのプラクティスを実⾏することによって優れたモダンアプリケーション開発を⾏うことが

できるようになります。開発したアプリケーションを先に述べたモダンアプリケーションのベストプ

ラクティスからチェックリスト化して確認しましょう。 

 

モダンアプリケーションのチェックリスト 

• アプリケーションのライフサイクル全体に渡ってコンプライアンスとセキュリティを構築す

る 

• アプリケーションの構造をマイクロサービスの集まりとして設計する 

• 可能な限りサーバーレステクノロジーを利⽤して構築する 

• アプリケーションのモデリングとインフラにコードを利⽤する 

• CI/CD を利⽤して⾼品質な機能を迅速にリリースする 

• モニタリングによってアプリケーションの振る舞いについて洞察を得る 

                                            
7 AWS CloudFormation https://aws.amazon.com/jp/cloudformation/ 
8 AWS Serverless Application Model https://aws.amazon.com/jp/serverless/sam/ 
9 AWS Cloud Development Kit (CDK) 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/cdk/latest/guide/what-is.html 
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モダンアプリケーションの実装パターン 
このセクションではモダンアプリケーションの実装パターンをいくつか取り上げ、それらのパタ

ーンで利⽤可能な AWS サービスを併せて紹介します。AWS が提供する様々なサービスをビルディ

ングブロックとして利⽤することでアプリケーションの実装の難易度を下げると共に信頼性や可⽤性

を確保しつつ、付加価値を⽣むビジネスロジックの実装に集中することができます。 

 

マイクロサービスアーキテクチャパターンと AWS サービスによる実装 
ここでは前のセクションで述べたモダンアプリケーション開発のベストプラクティスの中から、

マイクロサービスアーキテクチャでよく利⽤されるいくつかのパターンを取り上げ、それらのパター

ンを実装する上で AWS が提供するサービスを利⽤する例をご紹介します。 

 

 API ゲートウェイ 
API ゲートウェイ（API Gateway）パターンは、バックエンドサービスとの呼び出しが多いイン

ターフェイスやデバイスの種類ごとにコンテンツを変えなければならないような状況で利⽤できるパ

ターンです。API ゲートウェイは、複数のバックエンド呼び出しをまとめたり、様々なデバイスでの

必要に応じてコンテンツを変えたりする機能を提供します（図 1、図 2）。 

 

 
図 1 
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図 2 

 

AWS で API ゲートウェイ パターンを実装する場合、Amazon API Gateway10 を利⽤すること

ができます。Amazon API Gateway を利⽤することでバックエンドのサービスと様々な連携を容易

に⾏うことが可能です。また Amazon API Gateway はあらゆる規模の REST および WebSocket 

API を作成、公開、保守、モニタリングおよび保護するためのサービスを提供します。さらに実装が

難しいスロットリング機能を始め、キャッシュ機能、ログ機能、アプリケーションキー機能、

Amazon Cognito と連携した認証・認可機能、カスタム認可機能、AWS の各種サービスへのプロキ

シー機能など API サービスの実装に必要な様々な機能を提供しています。Amazon API Gateway は

AWS が提供するマネージドサービスなので運⽤、保守の負荷も軽減します。Amazon API Gateway

を利⽤することでセキュリティ、信頼性、可⽤性を向上し、付加価値を⽣むビジネス ロジックの開

発に集中することが可能になります（図 3）。 

                                            
10 Amazon API Gateway https://aws.amazon.com/jp/api-gateway/ 
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図 3 

 

Amazon API Gateway の詳細については Appendix のドキュメントもご参照ください。 

 

サービス ディスカバリ/サービス レジストリ 
多数のマイクロサービスで構成されるシステムを構築するようになると、他のサービスを利⽤す

るサービスが、利⽤するサービスの場所を知る必要が⽣まれます。マイクロサービスはスケーラブル

でエラスティック（伸縮性）である必要があり、さらに障害が発⽣した場合には、異なるインスタン

スやコンテナでサービスを新たに起動してサービスを継続する必要があります。従って、マイクロサ

ービスの IP アドレスは常に変更される可能性があります。また利⽤したいマイクロサービスが現在

有効であるかを確認するために監視する必要があります。このような要求を実現するためにサービス 

ディスカバリー（Service Discovery） パターンが利⽤されます。サービス ディスカバリーを利⽤

するためには、発⾒される側のサービスが⾃⾝の情報を登録する必要があります。サービスレジスト

リ（Service Registry）パターンはサービスのインスタンスやコンテナをサービス登録するためのパ

ターンで、サービスが起動される時に⾃らの情報をレジストリに登録します（図 4、図 5）。 

 
図 4 
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図 5 

 

AWS のサービスを利⽤してこのパターンを実装するために AWS Cloud Map11 が利⽤可能で

す。AWS Cloud Map は AWS が提供するフルマネージドなサービスで DNS による名前解決だけで

なく、ARN（Amazon Resource Name）の登録と取得も可能となっており、AWS の各種サービス

を利⽤するアプリケーションが ARN を動的に問い合わせることができます（図 6）。 

 

 
図 6 
 

AWS Cloud Map の詳細については Appendix のドキュメントもご参照ください。 

 

 サーキット ブレーカー  
サーキットブレーカー（Circuit Breaker）パターンの名前は、家庭にある電化製品に過度の電流

が流れないようにするブレーカーに由来しています。あるマイクロサービスが、他のマイクロサービ

スと連携して利⽤者に対してサービスを提供する場合を想像してください。呼び出し側のマイクロサ

ービスが同期的に他のマイクロサービスを呼び出すとすると、呼び出された側のマイクロサービスが

何らかの理由でレスポインスが低下したり、エラーが発⽣して処理が⽌まったりした場合、そのマイ

                                            
11 AWS Cloud Map https://aws.amazon.com/jp/cloud-map/ 
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クロサービスを同期的に呼び出している呼び出し元のマイクロサービスも⽌まってしまいます。そう

ではなく他のマイクロサービスが停⽌していても安全に機能を低下しつつ処理を継続する仕組みが必

要です。 

サーキットブレーカーパターンでは、他のマイクロサービスへの呼び出しに対して想定した時間

以上に応答が遅延したり、エラーが返されたりした場合にそれらの回数をカウントし、事前に設定さ

れた回数を越えた場合は、それ以降そのマイクロサービスを呼び出すことなくエラーを返すようにし

ます。そして⼀定時間経過後に再度対象のマイクロサービスに対して呼び出しを試みて、回復してい

た場合は以降再びサービスを呼び出すようにします（図 7、図 8）。 

 

 
図 7 

 

 
図 8 

 

このサーキットブレーカーパターンは、以前は各サービスが利⽤する共通フレームワークの機能

として実装していましたが、最近ではマイクロサービスをコンテナで実装する際にサービスを提供す

るコンテナの補助的な役割で別のコンテナを動作させるサイドカーパターンを利⽤して実装されるこ

とが多くなってきました。例えば Amazon Elastic Container Service for Kubernetes（Amazon 
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EKS）12をマイクロサービスの実⾏環境として利⽤している場合は、Istio13と Envoy Proxy14を利⽤

した実装が可能です。また Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）15を利⽤している

場合は、同じような機能を実現するために LINKERD16を利⽤して実装することが可能です。 

 

コマンドクエリ責務分離 (CQRS) 
コマンドクエリ責務分離（Command-Query Responsibility Segregation: CQRS）パターン

は、情報の登録とクエリの責務を分離させます。通常のデータベースでは、データの更新とクエリの

実⾏を同じシステムで⾏いますが、更新と参照で要求されるスループット、レイテンシ、トランザク

ション性能、スケーラビリティが⼤きく異なる場合、CQRS パターンを⽤いて更新と参照を分離しま

す。これらを分離することで、例えばクエリ側のサービスのデータソースに対してレプリカを使って

スケールアウトするなど、要求に応じて個別にスケールすることを可能にします。また更新するデー

タのモデルとクエリするデータのモデルが異なっても良いことから、更新ではオブジェクトモデルか

ら正規化されたデータへオブジェクトリレーショナルマッピング（ORM）を⽤いてデータを更新す

る⼀⽅で、クエリ側では、クエリで要求される DTO（Data Transfer Object データ転送オブジェク

ト）に合わせてデータを⾮正規化し DTO に対してストレートにマッピングすることで処理の負荷を

軽減したりすることができます。データを更新するコマンドでは後述のイベントソーシングパターン

を組み合わせることもできます。イベントソーシングを利⽤することでイベントを再⽣しクエリ側の

モデルを現在の状態として構築することが可能になります。いずれにしても CQRS ではコマンド側

のデータソースとクエリ側のデータソースは結果整合性となる点に注意が必要です（図 9、図 

10）。 

 

                                            
12 Amazon EKS https://aws.amazon.com/jp/eks/ 
13 https://istio.io/ 
14 https://www.envoyproxy.io/ 
15 Amazon ECS https://aws.amazon.com/jp/ecs/ 
16 https://linkerd.io/ 
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図 9 

 
図 10 

 

CQRS を AWS のサービスを利⽤して実装する⼀例として、Amazon DynamoDB、Amazon 

DynamoDB Streams、AWS Lambda を利⽤することが可能です。具体的には、コマンドサービス

に対する更新要求をサービスが DynamoDB へ送信した場合、DynamoDB Streams の機能を利⽤

すると DynamoDB テーブルに対する更新をイベントとして AWS Lambda を呼び出すことができま

す。AWS Lambda は DynamoDB Streams から渡された更新情報を元に異なるデータソースに対

して異なる形式の更新処理を実装することができます（図 11）。 
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図 11 

 

イベントソーシング 
データベースの更新や、メッセージやイベントの発⾏を信頼性の⾼いアトミックな⽅法で実⾏し

たい場合に利⽤するパターンです。イベントソーシングではデータベースなどに更新クエリを直接実

⾏するのではなく、注⽂依頼、与信確認、注⽂受け付け、配送依頼などビジネスの事象によってデー

タの状態が変更されるイベントをイベントリストに追加して永続化します。イベントの保存は単⼀の

操作で⾏われるため処理はアトミックになります。保存されたイベントを再⽣することで現在の状態

に再構築可能なところがこのパターンの特徴です。特定のデータソースへのアップデートクエリでは

なく状態を更新する事象を表すイベントとして保存されるため、複数のサービスがイベントストアか

らイベントを再⽣して状態を更新する際に、サービス個々のデータソース⽤に更新処理を実装するこ

とができます。これによって、先に紹介した CQRS パターンのように Command 側と Query 側で

異なるデータソースの異なるスキーマであってもイベントの再⽣ができるため、CQRS パターンと組

み合わせて使われることもあります（図 12）。 
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図 12 

 

イベントソーシングではイベントをメッセージとして保存して再⽣するので、メッセージを保存

したり取り出したりする機構が必要になります。AWS のサービスで実装する場合は、Amazon 

Kinesis Data Streams17 、Amazon Simple Queue Service（SQS）18 、Amazon MQ19 などを利

⽤することができます。イベントソーシングパターンでは、状態の変更の元となる各イベントをメッ

セージキューに登録し、登録されたメッセージに基づいてデータの状態を更新します。例えば

Amazon Kinesis にイベントを表すメッセージを送信し、AWS Lambda が Amazon Kinesis に保存

されたメッセージを取り出してデータベースに更新処理を⾏います（図 13）。 

 

                                            
17 Amazon Kinesis https://aws.amazon.com/jp/kinesis/ 
18 Amazon Simple Queue Service https://aws.amazon.com/jp/sqs/ 
19 Amazon MQ https://aws.amazon.com/jp/amazon-mq/ 
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図 13 

また 1 つのイベントから複数のサービスの状態を更新する、いわゆるファンアウトパターンを実

装する場合は、Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS）20 と Amazon SQS を組み

合わることで実現可能です。Amazon SNS にメッセージを送信するとサブスクライバとして登録さ

れた各 Amazon SQS にメッセージが送信され、個々の Amazon SQS のキューメッセージを AWS 

Lambda で処理することが可能です。 

 

コレオグラフィ（振り付け） 
例えば新しい顧客がサイトで新規にアカウントを作成する処理において、顧客情報の保存、サイ

ト情報を提供する E メール送信、ポイント付与のそれぞれのサービスを実⾏する必要があるとしま

す。このようなビジネスロジックを複数のマイクロサービスで分担して処理する場合は、２つ実装⽅

式が考えられます。１つはオーケストレーションパターンで、オーケストレーションではオーケスト

ラで指揮をするように、中⼼となるサービスがその他のサービスに指⽰を与えて各サービスに処理を

依頼します。各サービスがそれぞれの処理を終えるのを待って中⼼となるサービスが全体のリクエス

トを完了させます。⼀⽅コレオグラフィパターンはダンスの振り付けをダンサーに伝えた後はダンサ

ーが⾃由に演技するように、あるイベントの発⽣に対して各サービスが⾃律して処理を⾏います。こ

の場合、要求されたイベント情報をメッセージとして保存するところまでで⼀旦トランザクションは

完了し、保存されたイベントを各サービスが取り出して⾮同期に処理します。これによって各サービ

スは疎結合となりお互いの処理によって影響を受けないアーキテクチャとすることができます。また

                                            
20 Amazon SNS https://aws.amazon.com/jp/sns/ 

 



アマゾン ウェブ サービス - AWS モダンアプリケーション開発                  

 

 23ページ 

メッセージの保存と取り出しを⾮同期に処理することによってスケーラブルな設計となります。これ

はイベントドリブンな処理の組み合わせと考えることもできます（図 14）。 

 

 

 
図 14 

 

コレオグラフィパターンを AWS で実装する場合は、Amazon Kinesis と AWS Lambda の組み

合わせや、Amazon SNS、Amazon SQS、AWS Lambda を組み合わせることが出来ます。どのサ

ービスを利⽤するかはサービスの実装で要求される要件に基づいて決定します（図 15）。 

 

 
図 15 

 

集約ログ 
複雑なシステムになればなるほど、ログの重要性が増します。問題はログがマイクロサービスご

とに分散してしまうとサービス全体に対して⼀貫した監視を⾏うことができないことです。ログを中

央で⼀元管理して参照できるようにする必要があります。メトリックスの収集も重要です。マイクロ
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サービスアーキテクチャでは、あるリクエストに対してサービス間で呼び出しを⾏って処理を実現す

るので、パフォーマンスの低下やエラーが発⽣した場合に、どこに原因があるのかを特定することが

モノリスなシステムに⽐較して難しくなります。そこでログを中央に集約したり、実⾏時のメトリッ

クスを収集したりする仕組みを組み込んでおく必要があります（図 16）。 

 

 
図 16 

 

AWS 上で集約ログの仕組みを実現するために Amazon CloudWatch Logs21 が利⽤できます。

AWS Lambda を利⽤してマイクロサービスを実装している場合は、AWS Lambda がサポートする

各開発⾔語で標準出⼒に対してログを送信すると Amazon CloudWatch Logs にログ情報が送られ

るようになっています。Amazon ECS/AWS Fargate でもログドライバーに awslogs を指定して、

標準出⼒を Amazon CloudWatch Logs に送信することができます。Amazon EKS の場合は、サイ

ドカーパターンで Fluentd22 などを利⽤して Amazon CloudWatch Logs にログを送信することが

できます。 

サービス間の呼び出しの実⾏時間やエラー情報をトレースしたい場合は、AWS X-Ray23 を利⽤

することができます。AWS X-Ray は分散アプリケーションの分析とデバッグを⾏うためのサービス

で、アプリケーションやサービスの実⾏状況を把握し、パフォーマンスの問題やエラーの原因を特定

して、トラブルシューティングを⾏うことができます。AWS X-Ray では、アプリケーションから送

                                            
21 Amazon CloudWatch https://aws.amazon.com/jp/cloudwatch/ 
22 Fluentd https://www.fluentd.org/ 
23 AWS X-Ray https://aws.amazon.com/jp/xray/ 
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信されたリクエストがエンドツーエンドで表⽰され、サービスのコンポーネントのマップも表⽰され

ます（図 17）。 

 

 
図 17 
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 Polyglot（多⾔語） パーシステンス 
マイクロサービスアーキテクチャの特徴として API のみを外部に公開し、実装の詳細を隠蔽する

ことで他のサービスが実装の詳細に依存することを避け、その結果として API のインターフェイス

（契約）さえ守っていれば内部の実装を⾃由に追加、変更、リファクタリングし、マイクロサービス

単位に⾃由にリリースできる点が挙げられます。このことはマイクロサービスごとに採⽤する開発⾔

語やデータソースを⾃由に選択できることも意味します。Polyglot パーシステンスは異なるデータ

処理のニーズに対しては異なるデータストレージテクノロジーを利⽤するというコンセプトに基づい

ています。システム全体で共通の 1 つのデータソースを選択した場合、どのような要求も同じテク

ノロジーで実装しなければならず、要件によってはパフォーマンスへの影響や実装の難易度が上がる

などの弊害が⽣まれます。データソースがサービスごとに選択可能になるとクエリや更新の要件に最

適なデータソースを選択することで、実装の難易度を下げ、パフォーマンスやスケーラビリティが向

上するなどのメリットが⽣まれます。 

AWS では、Polyglot パーシステンスを可能にする様々なデータサービスを提供しています。以下

の表は AWS が提供するデータサービスの⼀部です（表 1）。 

 

Data Store 特⻑ 

Amazon 

DynamoDB 

規模に関係なく数ミリ秒台のパフォーマンスを実現する、key-value およ

びドキュメントデータベース。フルマネージド マルチリージョン、マルチマス

ターのデータベースで、セキュリティ、バックアップおよび復元と、インター

ネット規模のアプリケーション⽤のメモリ内キャッシュが組み込まれている。

DynamoDB は、1 ⽇に 10 兆件以上のリクエストを処理することができ、ピ

ーク時には毎秒 2,000 万件以上のリクエストをサポート。 

Amazon Aurora 

/Amazon 

Relational 

Database 

Service（RDS） 

Amazon Aurora は、MySQL および PostgreSQL と互換性のあるクラウド

向けのリレーショナルデータベースであり、従来のエンタープライズデータベ

ースのパフォーマンスと可⽤性に加え、オープンソースデータベースのシンプ

ルさとコスト効率性も兼ね備えている。 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 24は、クラウド上

のリレーショナルデータベースのセットアップ、オペレーション、スケールが

容易でハードウェアのプロビジョニング、データベースのセットアップ、パッ

チ適⽤、バックアップなどの時間がかかる管理タスクを⾃動化しながら、コス

ト効率とサイズ変更可能なキャパシティーを提供。 

                                            
24 Amazon RDS https://aws.amazon.com/jp/rds/ 
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Amazon 

ElastiCache 

フル マネージドの Redis および Memcached を利⽤可能。普及している

オープンソース互換のインメモリデータストアを、シームレスにデプロイ、運

⽤、スケール可能。⾼スループットかつ低レイテンシーなインメモリデータス

トアからデータを取得して、⼤量のデータを扱うアプリケーションを構築した

り、既存のアプリケーションのパフォーマンスを改善したりすることが可能。 

Amazon EBS Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) は、AWS クラウド内

で Amazon EC2 インスタンスと組み合わせて使⽤できる、永続的なブロック

ストレージボリューム。コンポーネントに障害が発⽣した場合でも⾼い可⽤性

と耐久性を提供できるように、各 Amazon EBS ボリュームはアベイラビリテ

ィーゾーン内で⾃動的にレプリケート。Amazon EBS ボリュームは、作業負

荷の実⾏に必要な安定した低レイテンシーのパフォーマンスを提供。Amazon 

EBS を使⽤すると、使⽤量の拡張または縮⼩を分単位で⾏うことが可能。プロ

ビジョニングしているサイズに合わせて、低料⾦で利⽤可能。 

Amazon EFS Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、AWS クラウドサービス

およびオンプレミスリソースで利⽤できるシンプル、スケーラブル、伸縮⾃在

なファイルシステムを提供する Linux ベースのワークロード。このワークロー

ドは、アプリケーションを中断することなくペタバイトのオンデマンドにスケ

ールするよう設計され、ファイルの追加や削除に合わせて、ストレージ容量の

拡張や縮⼩が⾃動的に⾏われる。これによって、必要なときに必要な分のスト

レージをアプリケーションで使⽤可能。何千もの Amazon EC2 インスタンス

に対して⼤規模で並列の共有アクセスを提供するように設計されているため、

アプリケーションは⾼いレベルの総スループットと IOPS を⼀定の低レイテン

シーで達成可能。 

Amazon S3 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、業界をリードするス

ケーラビリティ、データ可⽤性、セキュリティ、およびパフォーマンスを提供

するオブジェクトストレージサービス。あらゆる規模や業界の、ウェブサイ

ト、モバイルアプリケーション、バックアップおよび復元、アーカイブ、エン

タープライズアプリケーション、IoT デバイス、ビッグデータ分析など、広範

にわたるユースケースのデータを容量に関係なく、保存して保護することが可

能。 

表 1 
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AWS における継続的インテグレーションと継続的デリ

バリーの実現 
このセクションでは、「継続的インテグレーションと継続的デリバリー/デプロイメント

（CI/CD）プラクティスによるデプロイの⾃動化」のセクションで述べた、モダンアプリケーション

のデリバリーを迅速に⾏う⽅法について利⽤可能な AWS のサービスについて紹介します。これらの

サービスはマネージドサービスとして提供されているため、サーバーの管理やパッチ適⽤などの直接

付加価値を⽣まない重労働を⾏うことなく、⾃動化によって迅速にサービスをデリバリーすることが

可能です。最初に AWS で利⽤可能な CI/CD に関連したサービスを簡単に紹介します。 

 

AWS の CI/CD 関連サービス 

AWS Cloud925 
AWS で CI/CD を実現する各サービスの利⽤パターンを紹介する前に AWS Cloud9 について紹介

します。AWS Cloud9 は、ブラウザのみでコードを記述、実⾏、デバッグできるクラウドベースの

統合開発環境 (IDE) です。AWS Cloud9 には、コードエディタ、デバッガー、ターミナルが含まれ

ており JavaScript、Python、PHP などの⼀般的なプログラム⾔語に不可⽋なツールがあらかじめパ

ッケージ化されているため、新しいプロジェクトをすぐに開始することができます。 

AWS Cloud9 はクラウドベースのため、インターネットに接続されたマシンを使⽤して、オフィ

ス、⾃宅、その他どこからでもプロジェクトに取り組むことができます。また、AWS Cloud9 で

は、サーバーレスアプリケーションを開発するためのシームレスなエクスペリエンスが提供されてお

り、リソースの定義、デバッグ、ローカルとリモートの間でのサーバーレスアプリケーションの実⾏

の切り替えを簡単に⾏えます。さらに AWS Cloud9 を使⽤すると、開発環境をすばやくチームと共

有し、ペアプログラミングを⾏って互いの⼊⼒をリアルタイムで共有することができます（図 

18）。 

                                            
25 AWS Cloud9 https://aws.amazon.com/jp/cloud9/ 
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図 18 

 

AWS Cloud9 の詳細については、Appendix の資料もご参照ください。 
 

AWS CodeStar26 
AWS CodeStar を使⽤すると、アプリケーションを迅速に開発および構築して AWS にデプロイ

できます。AWS CodeStar は統合されたユーザーインターフェイスを備えているため、ソフトウェ

ア開発アクティビティを簡単に管理できます。AWS CodeStar では、継続的デリバリーのツールチ

ェーン全体を数分で設定でき、コードのリリースをすばやく開始できます。AWS CodeStar によっ

てチーム全体がセキュアに連携しやすくなり、プロジェクトのアクセス管理や所有者、コントリビュ

ーター、ビューワーの追加も簡単です。AWS CodeStar の各プロジェクトには、プロジェクト管理

ダッシュボードが⽤意されます。AWS CodeStar のプロジェクト ダッシュボードにより、作業項⽬

のバックログからチームの最新のコードデプロイまで、ソフトウェア開発プロセス全体の進⾏状況を

簡単に追跡できます。 

 

AWS CodePipeline27 
AWS CodePipeline はフルマネージドの継続的デリバリーサービスで、素早く確実性のあるアプ

リケーションとインフラストラクチャのアップデートのためのパイプライン実⾏基盤を提供しリリー

スを⾃動化します。AWS CodePipeline は、お客様が定義したリリースモデルに基づき、コードの

変更に伴うビルド、テスト、デプロイを⾃動化します。これにより、機能追加とアップデートを素早

く、信頼性の⾼い⽅法でデリバリーできます。 

                                            
26 AWS CodeStar https://aws.amazon.com/jp/codestar/ 

 
27 AWS CodePipeline https://aws.amazon.com/jp/codepipeline/ 
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AWS CodeCommit28 
AWS CodeCommit は、Git29 ベースのリポジトリをセキュアにホストするフルマネージドのソ

ース管理サービスです。チームはセキュアでスケーラビリティの⾼いサービスを利⽤して、簡単にコ

ードによるコラボレーションができます。AWS CodeCommit によって、お客様が独⾃のソース管

理システムを構築、運⽤する必要がなくなり、インフラストラクチャのスケーリングに関して⼼配す

る必要もなくなります。AWS CodeCommit を使⽤してソースコードからバイナリまですべてのも

のをセキュアに保存できます。AWS CodeCommit は既存の Git ツールとシームレスに動作しま

す。 

 

AWS CodeBuild30 
AWS CodeBuild は、ソースコードをコンパイルし、テストを実⾏し、デプロイ可能なソフトウ

ェア パッケージを作成できるフルマネージドのビルド サービスです。AWS CodeBuild により、ビ

ルド サーバーのプロビジョニング、管理、スケーリングが不要になります。AWS CodeBuild は⾃

動的にスケールし複数のビルドを同時に処理するのでビルドが待機状態でキュー内に残されることが

ありません。AWS CodeBuild が提供するパッケージ済みのビルド環境ですぐにビルドを開始できま

す。また独⾃のビルド ツールを使⽤してビルドを⾏うために、カスタムのビルド環境を作成するこ

ともできます。 

 

AWS CodeDeploy31 
AWS CodeDeploy は、Amazon EC2、AWS Fargate、AWS Lambda、オンプレミスで実⾏さ

れるサーバーなど、さまざまなコンピューティング サービスへのソフトウェアのデプロイを⾃動化

するフルマネージドのサービスです。AWS CodeDeploy を使⽤すると、新しい機能をすばやく簡単

にリリースできます。またアプリケーションのデプロイ時のダウンタイムを回避しアプリケーション

の複雑なアップデート処理にも対応します。さらにソフトウェアのデプロイを⾃動化できるため、⼿

動によるミスを防ぐことができます。AWS CodeDeploy はデプロイのニーズに応じて⾃動的にスケ

ールします。 

 

                                            
28 AWS CodeCommit https://aws.amazon.com/jp/codecommit/ 
29 Git https://git-scm.com/ 
30 AWS CodeBuild https://aws.amazon.com/jp/codebuild/ 
31 AWS CodeDeploy https://aws.amazon.com/jp/codedeploy/ 
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AWS Amplify Console32 
AWS Amplify Console では、フルスタックのサーバーレスウェブアプリケーションをデプロイ

およびホストするための、Git ベースのワークフローを提供します。 フルスタックのサーバーレス 

アプリケーションは、GraphQL33 や REST API などのクラウド リソース、ファイルおよびデータ 

ストレージで構成されたバックエンドと、React34 、Angular35 、Vue36 、Gatsby37 などのフレー

ムワークで構築されたフロントエンドから構成されます。 フルスタックのサーバーレスウェブ アプ

リケーションの機能は、多くの場合ブラウザで実⾏されるフロントエンドコードと、クラウド内で実

⾏されるバックエンドのビジネスロジックに分散されています。このため、フロントエンドとバック

エンドの互換性を確保し、新機能が本番環境に障害が⽣じないことを確認するために、リリースサイ

クルを注意深く調整する必要があります。そのためアプリケーションのデプロイが複雑になり、また

時間のかかる作業となっています。AWS Amplify Console では、フルスタックのサーバーレスアプ

リケーションをデプロイするためのシンプルなワークフローが提供されているためアプリケーション

のリリースサイクルを短縮できます。アプリケーションのコードリポジトリを AWS Amplify 

Console に接続するだけで、フロントエンドとバックエンドへの変更がコードコミットのたびに⾃

動的にデプロイされます。 

 

モダンアプリケーションのタイプごとの CI/CD パターン 

このセクションでは、AWS 上で実装するモダンアプリケーションのタイプごとの CI/CD パター

ンを紹介します。前のセクションで紹介した AWS が提供する開発者ツール関連のサービスを利⽤す

ることで環境の構築、運⽤の負荷なしに素早く CI/CD 環境を導⼊することができます。 

 

シングルページアプリケーション（SPA）のデプロイ 
HTML や CSS などの静的ページをブラウザにダウンロードし、JavaScript によってバックエンド

の API からデータを取得して Web ページを動的にレンダリングするシングルページアプリケーショ

ン（SPA）のデプロイには AWS Amplify Console を利⽤することができます。AWS Amplify 

                                            
32 AWS Amplify Console https://aws.amazon.com/jp/amplify/console/ 
33 GraphQL https://graphql.org/ 
34 React https://reactjs.org/ 
35 Angular https://angular.io/ 
36 Vue https://vuejs.org/index.html 
37 Gatsby https://www.gatsbyjs.org/ 
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Console を利⽤すると GitHub38 や AWS CodeCommit などのコードリポジトリの変更を⾃動的に

検知し、フロントエンドの静的コンテンツを Amazon S3 にデプロイし、コンテンツデリバリーネッ

トワークサービスである Amazon CloudFront39 経由で公開できるようになります。また Amazon 

Cognito40 、AWS AppSync41 、Amazon DynamoDB などを活⽤して、バックエンドサービスも構

築できます（図 19）。 

 

 
図 19 

 

コンテナへのデプロイ 
AWS CodePipeline を利⽤すると簡単な設定でコンテナオーケストレーションの Amazon ECS

へ継続的デプロイを⾏うことができます。AWS CodePipeline はソースステージで指定したリポジト

リの変更を⾃動検知し、ビルドステージで指定した AWS CodeBuild で Docker イメージをビルドし

て Amazon Elastic Container Registry（ECR）42 などの Docker リポジトリに Push し、AWS 

CodePipeline が Amazon ECS へデプロイを⾏います（図 20）。 

 

                                            
38 GitHub https://github.com/ 
39 Amazon CloudFront https://aws.amazon.com/jp/cloudfront/ 
40 Amazon Cognito https://aws.amazon.com/jp/cognito/ 
41 AWS AppSync https://aws.amazon.com/jp/appsync/ 
42 Amazon Elastic Container Registry https://aws.amazon.com/jp/ecr/ 
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図 20 

 

コンテナへのデプロイ（Blue/Green デプロイ） 
Amazon ECS と AWS CodeDeploy でコンテナへの Blue/Green デプロイをサポートしていま

す。AWS CodeDeploy は Amazon Elastic Load Balancing（ELB）43 の Application Load 

Balancer（ALB）を利⽤して Target Group を切り替えることで Blue/Green デプロイを⾃動化しま

す（図 21）。 

 
図 21 

 

Amazon ECS/AWS Fargate への Blue/Green デプロイの詳細については以下のドキュメントを

ご参照ください。 

 

                                            
43 Amazon Elastic Load Balancing https://aws.amazon.com/jp/elasticloadbalancing/ 
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CodeDeploy を使⽤した Blue/Green デプロイ 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonECS/latest/userguide/deployment-type-

bluegreen.html 

 

AWS Lambda へのカナリアデプロイ 
AWS CodeDeploy は AWS Lambda のカナリアデプロイもサポートしています。AWS 

CodeDeploy は AWS Lambda のバージョニングとエイリアスの機能を利⽤してカナリアデプロイを

実現しています（図 22）。 

 

 
図 22 

 

AWS CodeDeploy では下記のデプロイ設定があらかじめ⽤意されています。またこれらの設定

は Serverless Application Model（SAM）でも利⽤可能です（表 2）。 
デプロイ設定 説明 

CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent5Minutes 最初の増分でトラフィック

の 10 パーセントを移⾏し

ます。残りの 90 パーセン

トは 5 分後にデプロイさ

れます。 

CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent10Minutes 最初の増分でトラフィッ

クの 10 パーセントを移

⾏します。残りの 90 パ

ーセントは 10 分後にデ

プロイされます。 

CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent15Minutes 

 

最初の増分でトラフィッ

クの 10 パーセントを移



アマゾン ウェブ サービス - AWS モダンアプリケーション開発                  

 

 35ページ 

⾏します。残りの 90 パ

ーセントは 15 分後にデ

プロイされます。 

CodeDeployDefault.LambdaCanary10Percent30Minutes 

 

最初の増分でトラフィッ

クの 10 パーセントを移

⾏します。残りの 90 パ

ーセントは 30 分後にデ

プロイされます。 

CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery1Minute すべてのトラフィックが

移⾏されるまで、毎分ト

ラフィックの 10 パーセ

ントを移⾏します。 

CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery2Minutes すべてのトラフィックが

移⾏されるまで、2 分ご

とにトラフィックの 10 

パーセントを移⾏しま

す。 

CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery3Minutes 

 

すべてのトラフィックが

移⾏されるまで、3 分ご

とにトラフィックの 10 

パーセントを移⾏しま

す。 

CodeDeployDefault.LambdaLinear10PercentEvery10Minutes すべてのトラフィックが

移⾏されるまで、10 分

ごとにトラフィックの 

10 パーセントを移⾏し

ます。 

CodeDeployDefault.LambdaAllAtOnce すべてのトラフィック

は、更新された 

Lambda 関数に⼀度に

移⾏します。 

表 2 
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まとめ 
企業は競争に勝ち残るために今後ますますグローバル化を進め、デジタル化を迅速に⾏う必要が

あります。顧客のエクスペリエンスが進化を続けることによって、要求がどんどん多様化し⼀層厳し

いものになっています。顧客のニーズを的確に捉え、顧客の期待を超えるような魅⼒的なサービスを

提供するためには失敗を恐れず実験を繰り返しながら、顧客のフィードバックを素早く新しいサービ

スに反映させていくことが重要です。モダンアプリケーション開発はこのような頻繁なサービスのリ

リースとアップデートを可能とするための、マインドセット、カルチャー、組織、プラクティスで

す。インフラストラクチャの運⽤、サポートなど付加価値を⽣まない重労働を⾃動化やマネージドサ

ービスの利⽤で軽減し、イノベーションを作り出すことにリソースを注⼒できるようにします。 

 

モダンアプリケーション開発の特徴を理解しベストプラクティスを取り⼊れることで、素早く実

験を繰り返し、イノベーションを起こす組織を構築することができます。AWS が提供する様々なサ

ービスを利⽤することで、モダンアプリケーション開発を加速することができます。このホワイトペ

ーパーがその⼀助となれば幸いです。 
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Appendix 
テクニカルドキュメント 

Amazon API Gateway 開発者ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/apigateway/latest/developerguide/welcome.html 
AWS Cloud Map 開発者ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/cloud-map/latest/dg/what-is-cloud-map.html 

AWS Lambda 開発者ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/lambda/latest/dg/welcome.html 

Amazon Kinesis Data Streams 開発者ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/streams/latest/dev/introduction.html 

Amazon Simple Queue Service 開発ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/

welcome.html 

Amazon Simple Notification Service 開発ガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/sns/latest/dg/welcome.html 

Amazon ECS ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonECS/latest/userguide/Welcome.html 

Amazon EKS ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/eks/latest/userguide/what-is-eks.html 

AWS CodePipeline ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codepipeline/latest/userguide/welcome.html 

AWS CodeCommit ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codecommit/latest/userguide/welcome.html 

AWS CodeBuild ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codebuild/latest/userguide/welcome.html 

AWS CodeDeploy ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codedeploy/latest/userguide/welcome.html 

AWS CodeStar ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/codestar/latest/userguide/welcome.html 

AWS Cluod9 ユーザーガイド 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/cloud9/latest/user-guide/welcome.html 

 

関連ホワイトペーパー 

Microservices on AWS（英語） 
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https://d1.awsstatic.com/whitepapers/microservices-on-aws.pdf 

Introduction to DevOps on AWS（英語） 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/AWS_DevOps.pdf 

Infrastructure as Code 

https://d1.awsstatic.com/International/ja_JP/Whitepapers/infrastructure-as-code_JA.pdf 

 

Practicing Continuous Integration and Continuous Delivery on AWS（英語） 

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/DevOps/practicing-continuous-integration-

continuous-delivery-on-AWS.pdf 

 

 


