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 　メイン展⽰示会場、メイン会場1F受付、デベロッパーカンファレンス会場

ハッシュタグ　#AWSSummit　 
と  #DevConで、皆さんのツイート
が展⽰示エリアの⼤大画⾯面に表⽰示されます

公式アカウント@awscloud_jp　 
をフォローすると、ロゴ⼊入り
コースターをプレゼント



⾃自⼰己紹介

•  ⻄西⾕谷圭介
–  @Keisuke69
–  www.facebook.com/keisuke69

•  ロール
–  ソリューションアーキテクト
–  Webサービス  /  EC  /  スタートアッ
プを担当

–  モバイルなどアプリ寄りなプロダク
トを担当



課題はシンプル



例例えば、

S3のバケットに画像が保存
されたらサムネイルイメー
ジを⽤用意したい



例例えば、

DynamoDBに保存されるアドレス
が全て正しい形式かチェックしたい



AWS  Lambda以前



解決⽅方法は複雑

•  アップロードを検知するためのサーバと仕
組みを⽤用意

•  イベントに応じて処理理を実⾏行行するサーバ群
を⽤用意

•  OSの設定や⾔言語環境の構築
•  パッチ適⽤用や更更新をし続ける必要もある
•  予測困難なリクエスト数に対し、スケール
や耐障害性を⾼高める仕組みを⾃自⾝身で構成

•  キャパシティや状態、セキュリティなどを
24時間365⽇日モニタリング



AWS  Lambda以降降



サムネイルの⽣生成やリサイズ

•  S3に画像がアップロードされたときにサムネイ
ルの⽣生成やリサイズを実⾏行行

AWS Lambda Amazon S3 Bucket イベント 

元画像 サムネイル画
像 

1 

2 

3 



値チェックや別テーブルへのコピー

•  DynamoDBへの書き込みに応じて値チェックを
しつつ別テーブルの更更新やプッシュ通知を実⾏行行

AWS Lambda 
Amazon DynamoDB 

Table and Stream プッシュ通知 

別テーブルを更更新 



つまり、AWS  Lambdaとは
イベントをトリガーに
独⾃自のコードを実⾏行行させる

Computeサービス



AWS  Lambdaの特徴



インフラの管理理が不不要

•  ビジネスロジックにフォーカスで
きる

•  コードをアップロードするだけで、
あとはAWS  Lambdaが以下をハ
ンドリング

–  キャパシティ
–  スケール
–  デプロイ
–  耐障害性
–  モニタリング
–  ロギング
–  セキュリティパッチの適⽤用



オートスケール

•  イベントのレートに合うように
Lambdaが⾃自動でスケール

•  プロビジョニング中や完了了を気に
する必要なし

•  コードが稼働した分だけのお⽀支払
い



Bring  your  own  code

•  Node.jsで書かれたコードを実⾏行行

•  コード内では以下も可能
–  スレッド/プロセスの⽣生成
–  バッチスクリプトや何らかの実⾏行行
ファイルの実⾏行行

–  /tmpのread/write

•  各種ライブラリも利利⽤用可能
–  ネイティブライブラリも可能
–  利利⽤用するライブラリを⼀一緒にアップ
ロード



細やかな料料⾦金金体系

•  100ミリ秒単位でのコンピュート
時間に対する価格設定

•  リクエストに対する低額の課⾦金金

•  ⼗十分な無料料枠

•  アイドル状態は⼀一切切課⾦金金されない



ユースケース



監査と通知

•  S3に保管されるCloudTrailのログを分析し、怪
しい⾏行行動や異異常を検知したら通知する

AWS APIコール 

AWS CloudTrail Logs 

AWS Lambda 

Bucketイベント プッシュ通知 



Followers

写真共有モバイルアプリ

4.  メタデータをDynamoDBに登録
-‐‑‒  タイトル、コメント等

1.  認証・認可
・  FBアプリと連携

6.  Push通知
-‐‑‒  フレンドやフォロワーに通知

Cognito

Mobile  Analytics

DynamoDB

S3

SNS7.  画像をポストしたことをAnalyticsに登録

3.  画像のリサイズ

2.  S3への画像アップロード

5.  結果をSNSへ通知

App  with  
AWS  Mobile  

SDK



モーションセンサーを利利⽤用した観客参加型ゲーム

•  加速度度センサーの値をKinesisに流流し込み、Lambdaで計算し、結果を
DynamoDBへ

•  PCブラウザから結果を取得してリアルタイムにビジュアライズ

SmartPhone
with

JavaScriptSDK DynamoDB

S3
1.  HTML/JS

4.  センサーの計算結果
を記録3.  Function起動

Amazon 
Kinesis

2.  センサーの値を取得してPUT

Lambda

JavaScript
SDK

5.  HTML/JS

6.  データを取得して、JSでビ
ジュアライズ



APIサーバの代わりとして

•  例例えば、ユーザによってコンテンツの出し分けをしたい場合
•  同期呼び出しで実現

DynamoDB

S3

1.  HTML/JS

4.  URLを元にコンテンツ取得

JavaScript
SDK

4.  ユーザに基づくコンテンツ
（URL）取得

Lambda

3.  コンテンツ要求



APIサーバの代わりとして（モバイルの場合）

•  前述と同様のことをモバイルアプリからも可能

DynamoDB

S3
3.  URLを元にコンテンツ取得

2.  ユーザに基づくコンテンツ
（URL）取得

Lambda

1.  コンテンツ要求

App  with  
AWS  Mobile  

SDK



AWS  Lambdaの使い⽅方



Lambdaファンクション

•  コードはJavaScript（Node.js）で記述

•  メモリ容量量はデフォルトで128MB
–  64MBごとに設定可能
–  容量量に応じてCPU能⼒力力なども変動

•  実⾏行行時間のタイムアウトはデフォルトで3秒、最⼤大
60秒まで

•  それぞれが隔離離されたコンテナ内で実⾏行行される



イベントソース

•  イベントの発⽣生元となるAWSリソース

•  サポートするAWSサービス
–  Amazon  S3
–  Amazon  Kinesis
–  Amazon  DynamoDB  Stream(Preview)
–  Amazon  Cognito
–  Amazon  SNS



ユーザアプリケーションからの呼び出し

•  モバイルもしくはWebアプリからの呼び出しが可能
–  AWS  SDKもしくはAWS  Mobile  SDKを利利⽤用

•  2種類の実⾏行行タイプ
–  ⾮非同期実⾏行行

•  レスポンス内容はリクエストが正常に受け付けられたかどうかのみ
–  同期実⾏行行

•  実⾏行行完了了時にレスポンスが返ってくる。レスポンス内容はLambda
ファンクション内でセット



モバイルバックエンドとしてのAWS  Lambda

•  AWS  Mobile  SDKによるサポート
–  AWS  Mobile  SDK  for  iOS
–  AWS  Mobile  SDK  for  Android

•  Lambdaファンクションの同期呼び出し
–  簡単・即座にスケーラブルなバックエンドとして利利⽤用可能



同期呼び出しコード例例（JavaScript）
var params = { 
    IdentityPoolId: "Cognito Identity Pool ID”, 
}; 
 
AWS.config.region = 'us-east-1’; 
AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials(params); 
AWS.config.credentials.get(function(err) { 
    if (!err) { 
        var event = { 
            'key': 'value’ 
        }; 
        var params = { 
            FunctionName: 'Sample’, 
            InvocationType: 'RequestResponse’, 
            LogType: 'Tail’, 
            Payload: JSON.stringify(event) 
        }; 
 
        var lambda = new AWS.Lambda(); 
        lambda.invoke(params, function(err, data) { 
            if (err){ 
                console.log(err, err.stack); 
            }else{ 
                console.log(data.Payload); 
            } 
        }); 
    } else { 
        console.log("Error:" + err); 
    } 
}); 
 



イベント

•  イベントはJSON形式でLambdaに渡される

•  Lambdaファンクションはイベントごとに実⾏行行される
–  PUSHモデル:  Amazon  S3、Amazon  Cognito、Amazon  SNSとカスタムイベ
ント

•  順不不同
•  サービスもしくはアプリケーションが直接実⾏行行
•  3回までリトライ

–  PULLモデル:  Amazon  DynamoDB  と  Amazon  Kinesis
•  順序性あり。ストリームに⼊入ってきた順に処理理される
•  イベントソースとして登録したストリームに対してLambdaが⾃自動的に取得しにいく
•  イベントごとに複数のレコードを取得可能
•  データが期限切切れになるまでリトライ



イベント例例（S3）

{ 
  "Records": [ 
 
 　 　 　-- 省省略略 – 
 
 　 　 　"s3": { 
        "s3SchemaVersion": "1.0", 
        "configurationId": "testConfigRule", 
        "bucket": { 
          "name": "sourcebucket", 
          "ownerIdentity": { 
            "principalId": "A3NL1KOZZKExample" 
          }, 
          "arn": "arn:aws:s3:::mybucket" 
        }, 
        "object": { 
          "key": "sourcebucket/HappyFace.jpg", 
          "size": 1024, 
          "eTag": "d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e" 
        } 
      } 
    } 
  ] 
} 
 



イベント例例（Kinesis）

{ 

  "Records": [ 

    { 

      "awsRegion": "us-east-1", 

      "sequenceNumber": "196800000000000000000374", 

      "partitionKey": "2efdb0ea22685b46993e42a67302a001", 

      "eventSource": "aws:kinesis", 

      "data": "SOME CUSTOM DATA 1" 

    }, 

    { 

      "awsRegion": "us-east-1", 

      "sequenceNumber": "196800000000000000000571", 

      "partitionKey": "2efdb0ea22685b46993e42a67302a003", 

      "eventSource": "aws:kinesis", 

      "data": "{ \"key\": \"value\" }" 

    } 

  ] 

} 

 



パーミッションモデル

•  ExecutionパーミッションとInvocationパー
ミッションの2種類
–  IAMロールとして⽤用意する

•  Lambdaファンクション作成時にAWS  Lambda
側で⾃自動で作成することも可能

•  クロスアカウントアクセスも可能



ExecutionRole

•  必要なAWSリソースへのアクセスを許可する
IAMロール

•  指定されたIAMロールにそってAWSのリソース
へのアクセスが許可される



Execution  Role例例（イベントソースがKinesisの場
合）

•  Kinesisの場合、Pullモデ
ルとなるため、Lambda
がKinesisにポーリングで
きるよう権限を与える

•  Lambdaの
InvokeFunctionというア
クションの許可も必要

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "lambda:InvokeFunction" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "kinesis:GetRecords", 
        "kinesis:GetShardIterator", 
        "kinesis:DescribeStream", 
        "kinesis:ListStreams", 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ] 
} 



クロスアカウントアクセス

•  異異なるAWSアカウントのアプリケーションからのアクセスが可能

•  LambdaファンクションのオーナーがAccess  Policyでクロスアカウ
ントアクセスを許可する設定を追加する



モニタリング

•  ダッシュボード
–  全てのLambdaファンク
ションのリスト

–  可視化されたメトリクス

•  CloudWatchを⽤用いた
Metricsの監視
–  Invocations
–  Errors
–  Duration
–  Throttle



デバッグ

exports.handler = 
  function(event, context)  { 
    console.log('Received event:'); 
    var bucket = 
      event.Records[0].s3.bucket.name; 
    var key = 
      event.Records[0].s3.object.key; 
    console.log(‘Bucket: ‘+bucket); 
    console.log(‘Key:    ‘+key); 
    … 

•  実⾏行行ログがCloudWatchに出⼒力力される
–  各Lambdaファンクションごとのログ
グループ

•  実⾏行行開始/終了了と消費したリソースに関する
デフォルトのログエントリ

–  メモリ使⽤用量量（Max  Memory  Used）
–  実⾏行行時間（Duration）
–  課⾦金金対象時間（Billed  Duration）

•  カスタムログエントリの追加も可能
–  ファンクション内でconsole.logを⽤用い
て出⼒力力



Lambdaファンクションの書き⽅方



基本

•  Node.jsのベストプラクティスに従う
–  AWS  SDK、ImageMagickは組み込み済みで使えるようになっている

•  ステートレス
–  データを永続化するためにはS3、DynamoDBもしくはその他のインターネット
経由で利利⽤用可能なストレージを利利⽤用すること

–  実際に実⾏行行されるサーバは毎回異異なり、ログインもできない
–  /tmpへのread/writeは可能だがあくまでも⼀一時的な⽤用途として使⽤用すること

•  その他
–  プロセス、スレッド、ソケットを利利⽤用可能
–  各種ライブラリを利利⽤用可能
–  インバウンドのソケット接続は不不可能



コード例例

console.log('Loading function'); 
var aws = require('aws-sdk'); 

var s3 = new aws.S3({apiVersion: '2006-03-01'}); 

 

exports.handler = function(event, context) { 

    console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2)); 

    //渡されたイベントの情報からオブジェクトを取得しContentTypeを出⼒力力 
    var bucket = event.Records[0].s3.bucket.name; 

    var key = event.Records[0].s3.object.key; 

    s3.getObject({Bucket: bucket, Key: key}, function(err, data) { 

        if (err) { 

            console.log("Error getting object " + key + " from bucket " + bucket + 

                ". Make sure they exist and your bucket is in the same region as this function."); 

            context.fail('Error', "Error getting file: " + err); 

        } else { 

            console.log('CONTENT TYPE:', data.ContentType); 

            context.succeed(); 

        } 

    }); 

}; 

 



Lambdaファンクションへの登録

•  コンソールに組み込まれたコードエディタ
–  サンプルテンプレートあり

•  Zipファイルによるコードのアップロード
–  外部ライブラリを含める場合はこの⽅方式となる
–  Lambdaファンクションへの直接アップロード
–  S3にアップロードしてそれを指定することも可能

CLI実行例 
aws lambda update-function-code --function-name sample  --zip-file fileb:///path/
to/zipfile/function.zip 



DEMO





Lambdaファンクション作成時の注意事項



Lambdaファンクション作成時の注意事項

•  ロールを正しくセットアップする
–  Execution  rolesはLambdaファンクションがアクセスするAWSリソースに
対する権限を与える

–  Kinesis、DynamoDBをイベントソースとする場合はLambdaがポーリング
できるよう権限を与える

•  再帰処理理は慎重に
–  イベントハンドラ内部でS3やDynamoDBへオブジェクトの書き込みを⾏行行
うと、別のイベントがトリガーされ無限ループに陥る可能性がある

•  Node.jsでは処理理が⾮非同期で実⾏行行されることを意識識する



Kinesisのイベントを処理理する場合の例例

•  KinesisやDynamoDBのイベントはBatchサイズ
を指定することで複数レコードを処理理可能

•  1イベントに含まれる複数レコードに対して
ループ処理理を⾏行行う場合、ループ内で別の⾮非同期
な処理理を呼ぶとコールバックを受け取れない
–  async等のライブラリの利利⽤用が必須



KinesisのレコードをDynamoDBへ
1件ずつ登録する例例
var AWS = require('aws-sdk'); 
var async = require('async'); 

var dynamodb = new AWS.DynamoDB(); 

 

exports.handler = function(event, context) { 

    async.eachSeries(event.Records, function(v, callback){ 

        var encodedPayload = v.kinesis.data; 

        var payload = new Buffer(encodedPayload, 'base64').toString('ascii'); 
        var data = JSON.parse(payload); 

        var params = { 

            Item: { 

                someKey: {  N: 'STRING_VALUE’}, 

            }, 

            TableName: 'STRING_VALUE' 

        }; 

        dynamodb.putItem(params, function(err) { 
            if (err) console.log(err, err.stack); callback(); 

        }); 

    }, function(err,result){ 

        if (err) { 

            context.fail(err); 

        } else { 

            context.succeed('success'); 

        } 
    }); 

} 

•  DynamoDBのputItem()は非同期のた
め、Array.forEach()ではコールバック
を実行できず意図した結果にならない 

•  asyncを使うことで非同期処理の順序
制御が可能 



Deep  Dive  into  AWS  Lambda



コンテナのライフサイクルについて



コンテナのライフサイクル

•  Lambdaファンクションはコンテナとして実⾏行行
される

•  コンテナのライフサイクルとして開始・終了了・
再利利⽤用の3つのサイクルがある



開始

•  ファンクション作成後、もしくはコードや設定
更更新後の初回実⾏行行時は新たにコンテナが作成さ
れ、ファンクション⽤用のコードがコンテナ内に
ロードされる

•  Node.js側では、ハンドラが最初に呼び出され
る前に初期化コードがコンテナの⽣生成ごとに⼀一
度度だけ実⾏行行される



終了了

•  複数の終了了パターン
–  Timeout

•  ユーザが指定した実⾏行行時間を超えた場合。その時どういう処理理が⾏行行われているかは関係なく、
即時停⽌止される

–  Controlled  termination
•  コールバックの1つがcontext.done()を呼び出して終了了した場合。この時点で他のコール
バックが実⾏行行されてるかに関わらず終了了する

–  Default  termination
•  全てのコールバックが終了了してファンクション⾃自体が終了了した場合。この時、
context.done()を実⾏行行していなくてもログに“Process  exited  before  completing  
request”と出⼒力力される

•  クラッシュもしくはprocess.exit()を呼び出すことでも終了了
–  例例えば不不具合のあるライブラリが含まれていて、セグメンテーション違反を起こした場合、
そのコンテナは実⾏行行終了了となる



再利利⽤用

•  実⾏行行からある程度度時間が経過した後に再度度実⾏行行され
る場合は新たにコンテナが作成される
–  初回実⾏行行時と同様

•  コードの変更更がなく前回の実⾏行行から時間が⽴立立ってい
ない場合は以前のコンテナを再利利⽤用することがある
–  Node.jsの初期化処理理をスキップできるなどパフォーマンス上のア
ドバンテージ

–  再利利⽤用された場合、最後に/tmpに書き込んだ内容も残っているが
あてにはしないこと



プロセスの凍結と再開



プロセスの凍結と再開

•  ファンクションの終了了時に実⾏行行中のバックグラウン
ドプロセスがある場合、Lambdaはプロセスを
freezeさせ、次回ファンクションを呼び出した際に
再開する
–  ただし、コンテナが再利利⽤用される場合だけであり保証はされていな
い

•  この場合、バックグラウンドプロセスは残っていて
も処理理は⾏行行われていない
–  プロセス再作成のオーバーヘッドを減らせる



制限事項



制限事項（リソース）

リソース 制限

/tmpスペース 512MB

ファイルディスクリプタ数 1024

プロセス数およびスレッド数（合計） 1024

同時リクエスト数 100

アカウントにおける1秒あたりのリクエスト数 1000

1リクエストあたりの実行時間 60秒



制限事項（インプット）

インプット 制限

zipファイル（圧縮） 30MB

zipファイル（無圧縮） 250MB

Invokeのリクエストボディ（JSON） 6MB

アクティブでないコードストレージの保持期間 90⽇日

コードストレージの容量量 1.5GB



料料⾦金金



料料⾦金金体系

•  リクエスト  (全リージョン)
–  ⽉月間100万リクエストまでは無料料
–  超過分は$0.20/100万リクエスト
(1リクエストあたり$0.0000002)

•  実⾏行行時間  (全リージョン)
–  100ms単位で課⾦金金
–  100ms以下は繰り上げで計算
–  メモリー容量量により単価および無料料時間
が異異なる

•  かなり複雑なのでこちらも参考に
–  http://qiita.com/Keisuke69/items/
e3f79b50b6039175401b

Memory 
(MB) 

Price per 100ms 
($) 

Free tier seconds 
per month 

128 0.000000208 3,200,000 

192 0.000000313 2,133,333 

256 0.000000417 1,600,000 

320 0.000000521 1,280,000 

384 0.000000625 1,066,667 

448 0.000000729 914,286 

512 0.000000834 800,000 

576 0.000000938 711,111 

640 0.000001042 640,000 

704 0.000001146 581,818 

768 0.00000125 533,333 

832 0.000001354 492,308 

896 0.000001459 457,143 

960 0.000001563 426,667 

1024 0.000001667 400,000 



Run  Code  in  the  cloud!



AWSトレーニング  ＠ AWS  Summit  Tokyo

セルフペースラボ：@パミール1F  瑞光
AWS  クラウドに実際に触れてみませんか？
ご⾃自分の  AWS  アカウントをおつくりいただけなくても、
AWS  クラウドを体験いただけます。

AWS認定試験（有償）：@  パミール1F  ⻩黄⽟玉
特設認定試験会場を  AWS  Summit  Tokyo  2015  会場に開設
Devopsエンジニア-‐‑‒プロフェッショナル認定試験を先⾏行行受験いただけます。

AWS認定資格者取得専⽤用ラウンジ：@  パミール1F  ⻘青⽟玉
他の  AWS  認定資格をお持ちの⽅方とのネットワーキングにぜひラウンジをご活⽤用
ください。
お席や充電器、お飲物などを⽤用意し、皆様をお待ちしております。  




