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⾃自⼰己紹介

•  Ryosuke  Iwanaga  (岩永  亮亮介)
–  a.k.a  @riywo

•  Amazon  Data  Services  Japan
•  Solutions  Architect

–  Startup,  Gaming
–  Big  Data  /  Deployment  /  Container

•  Before  Amazon
–  Software  Engineer  /  Ops  Engineer  /  DBA  /  etc.



Solutions  Architect  at  ADSJ

•  AWSの⽇日本での利利⽤用
促進を⾏行行う
–  AWSに関する技術⽀支
援(無料料)

– セミナー、ハンズオン
等登壇

– ブログ等での情報発信
•  Black  beltやってます

毎週⽔水曜18:00〜～
Black  belt  Webinar配信中！
#awsblackbelt
「AWS  セミナー」で検索索



アジェンダ

•  クラウド時代のデータベースとは
•  Amazon  RDSの概要
•  Amazon  RDSの利利⽤用パターンと事例例



クラウド時代のデータベースとは



クラウドとは？

•  初期投資不不要
•  使った分だけ従量量課⾦金金
•  瞬時にリソース確保、解放
•  リリースまでの時間を速く
•  本来のビジネスに集中できる



クラウドとは？:  初期投資不不要/従量量課⾦金金

•  ハードウェア等を事前
にサイジングして購⼊入
しなくていい

•  使った分だけ従量量課⾦金金
•  例例えるなら「電気」

–  今や誰も発電機は持って
ない

–  使った分だけ電気代を
払っている



クラウドとは？:  瞬時にリソース確保、解放

•  使いたいと思った時に
リソースをすぐ確保で
きる
–  クラウド側が⼤大量量のリ
ソースを持っている

•  必要に合わせて柔軟に
リソースを利利⽤用

•  使わなくなったらその
場で削除するだけ



クラウドとは？:  素早くリリース、ビジネス価値向上

•  いち早くリリースし
て改善を続けられる
– インフラ準備に何週間
もかけてられない

•  ⾯面倒な管理理をクラウ
ドに任せ、本来のビ
ジネスに集中する



Amazon  Web  Services



モバイルサービス
Mobile  Analytics,  Cognito,  SNS

お客様のアプリケーション

コンテンツ配信
CloudFront

ネットワーク
VPC,  Route  53,  Direct  Connect

認証とログ
IAM,  Cloud  Trail,
    Cloud  HSM,

Config

モニタリング
Cloud  Watch,
Trusted  Advisor

デプロイと⾃自動化
Elastic  Beanstalk,
Cloud  Formation,

OpsWorks

管理理インター
フェイス

Management
Console,  CLI

ライブラリ  &  SDKs
          Java,  
PHP,  .NET,  

            Python,  Ruby

グローバルインフラ
リージョン、アベイラビリティゾーン、エッジロケーションAZRegion

コンピュート処理理
  EC2,  Auto  Scaling,  Elastic  
Load  Balancing,  Lambda

エンタープライズアプリケーション
WorkSpaces,  WorkDocs,  WorkMail

ストレージ
EBS,  S3,  Glacier,  Storage  Gateway

データベース
RDS,  DynamoDB,  Redshift,  

ElastiCache

分析
Elastic  MapReduce,  
Kinesis,  Data  Pipeline

アプリケーションサービス
AppStream,  Cloud  Search,  SWF,  
SQS,  SES,  Elastic  Transcoder

ディレクトリ
Directory
Service

コード管理理
CodeDeploy,
CodeCommit,
CodePipeline



世界中のデータセンタ群(リージョン)

どのリージョンでも同じ使い勝⼿手
同じやり⽅方で⽇日本から利利⽤用可能

11のリージョン
1.  US  EAST  (Virginia)
2.  US  WEST    (N.  California)
3.  US  WEST  2  (Oregon)
4.  EU  WEST  (Ireland)
5.  JAPAN  (Tokyo)
6.  South  America  (Sao  Paulo)
7.  ASP  1  (Singapore)
8.  ASP  2  (Sydney)
9.  GovCloud  
10.  BJS  1  (Beijing  China)  limited  preview
11.  EU  (Frankfurt)

28のアベイラビリティ・ゾーン(AZ)
50以上のエッジロケーション



•  Tokyoリージョンは2つのAZで構成
•  2つのAZを利利⽤用した冗⻑⾧長構成も簡単

各リージョンは複数のAZで構成される

EU (Ireland) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone C 

Availability 
Zone B 

Asia Pacific (Tokyo) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

US West (Oregon) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

US West(Northern California) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

Asia Pacific (Singapore) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

AWS GovCloud (US) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

South America (Sao Paulo) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

US East (Northern Virginia) 

Availability 
Zone D 

Availability 
Zone C 

Availability 
Zone B 

Availability 
Zone E 

Availability 
Zone A 

Asia Pacific (Sydney) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

EU (Frankfurt) 

Availability 
Zone A 

Availability 
Zone B 

＊AZ=Availability  Zoneの略略
 　距離離の離離れたデータセンタ群



クラウド時代のデータベース

•  初期投資不不要
–  DBサーバの調達不不要

•  従量量課⾦金金
–  時間＋容量量の使った分だけの課⾦金金

•  瞬時にリソース確保
–  ⾃自由なサイズがすぐに起動でき、すぐに使える

•  リリースまでの時間を速く
–  専任のDBAがいなくてもリリースできる

•  本来のビジネスに集中できる
–  DB管理理にかけていた時間を、本来のビジネスに

Amazon  RDS



データベースアドミニストレータ(DBA)とは？



データベースを使った実際のアプリ開発

•  いざ作りはじめると
して、データベース
の準備は？

•  リリースする時にど
ういう構成にしたら
いいの？

•  クエリってこれでい
いの？

データベースをよく分かっ
てる⼈人がいると助かる！

→ 　DBAという職業



なぜデータベースが必要？

•  俺達はアプリケーションを作りたいだけなんだ！
–  なぜDBの仕組みやSQLを覚えないといけないの？
–  データはテキストファイルに書けばいいんじゃないの？
–  (と、昔の私は思ってました…)

→  データを正しく扱うため
–  データロストを避ける、バックアップ運⽤用
–  複数のクライアントから同時に利利⽤用できる
–  規模が拡⼤大しても耐えられる様に



DBA  =  DBMSを管理理・運⽤用する職業

•  DBMSを、責任持って管理理・運⽤用する
–  検証・設計・導⼊入〜～実運⽤用までトータル

•  レプリケーションやクラスタの構成を組む
–  複数サーバで構成されるDBMSの全体管理理

•  バックアップやリストアを管理理する
–  定期的なバックアップや、万⼀一の時のデータ復復旧を⾏行行う

•  DBMSの使われ⽅方を効率率率化する
–  スキーマ・クエリのレビュー、パフォーマンスチューニング



なぜDBAが必要？

•  データロストをしないための設計・運⽤用は⼤大変
–  DBMS/OS/HW/NWレベルだけではなく、バックアップやレプリ
ケーション含めたトータルの対応が必要

•  簡単にはスケールできないので、チューニングや
プランニングに時間を割く必要がある
–  OS/HW/NWやDBMS製品に精通したチューニングが求められる
–  この先を⾒見見据えたプランニング、再起動すら容易易にできない運⽤用

→ 　アプリケーションサーバとは異異なる論論理理が必要



DBAに求められるもの

•  コンピュータ科学の知
識識

•  OS/HW/NWの基礎〜～
応⽤用

•  DBMS製品の深い知識識、
ベストプラクティス

•  スクリプト⾔言語での
コーディング

•  数年年以上のDBAとして
の経験

•  他のDBMS製品の経験
•  優れたコミュニケー
ション能⼒力力、問題解決
能⼒力力

•  24時間365⽇日の対応
•  etc..



クラウド時代のデータベース(再掲)

•  初期投資不不要
–  DBサーバの調達不不要

•  従量量課⾦金金
–  時間＋容量量の使った分だけの課⾦金金

•  瞬時にリソース確保
–  ⾃自由なサイズがすぐに起動でき、すぐに使える

•  リリースまでの時間を速く
–  専任のDBAがいなくてもリリースできる

•  本来のビジネスに集中できる
–  DB管理理にかけていた時間を、本来のビジネスに

Amazon  RDS



Amazon  RDSの概要



Amazon  Relational  Database  Service  概要

•  AWSがフルマネージドで提供するRDBMS
–  様々な規模の数万社のミッションクリティカルシステムで利利⽤用中
–  豊富なインスタンスタイプ、RDBMSエンジンが選択可能
–  パラメータや構成がチューニング済み

•  クラウド時代のRDBMSの特徴
–  ボタン1つでスケールアップ/ダウン可能
–  Multi-‐‑‒AZでスタンバイ機、Read  Replicaでスケールアウト
–  バックアップやリストア、ソフトウェアメンテナンスもお任せ
–  各種ログへのアクセスもブラウザ・API経由で



Amazon  RDS:  AWSがフルマネージド

•  インスタンスの起動か
ら設定まで全てAWSが
管理理

•  管理理者権限もAWS管理理
–  インスタンスのOSには
ログインすらできない

–  RDBMSの特権アクセス
もできない



Amazon  RDS:  インスタンスタイプが豊富
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Amazon  RDS:  タイプ変更更、容量量増設も簡単

•  管理理画⾯面やAPIで設定
変更更するだけ

•  タイプ変更更はダウンタ
イム発⽣生
–  後述のMulti-‐‑‒AZ構成で最
⼩小化できる

•  容量量増設は無停⽌止(SQL  
Server以外)
–  パフォーマンス低下の可
能性あり

開発⽤用DBを⽇日中だけ
スペックアップ  

t2.micro t2.medium   t2.micro

サービス稼働したまま
容量量増設可能  



Amazon  RDS:  RDBMSエンジンが選択可能

•  豊富なRDBMS製品
–  Oracle/MSSQLのライセ
ンスは時間課⾦金金⼜又は
BYOL

–  バージョン指定も可能
•  既存のRDBMSから変更更
なく移⾏行行可能
–  通常製品と互換性
–  接続先を変えるだけ Aurora  (Preview中)



Amazon  RDS:  瞬時に構築、使った分だけ課⾦金金

スペック/DB 参考：EC2 RDS
(MySQL)

RDS
(PostgreSQL)

RDS
(Oracle  SE1)

RDS
(SQL  Server  Web)

m3.large $0.203 $0.240 $0.240 $0.490 $0.415

m3.xlarge $0.405 $0.485 $0.485 $0.980 $0.830

m3.2xlarge $0.810 $0.965 $0.970 $1.960 $1.655

※2015年年4⽉月1⽇日現在の東京リージョンの1時間の料料⾦金金(A)

A.  インスタンスの起動時間課⾦金金
–  スペックやライセンス、エディションにより単価が異異なる

B.  プロビジョンしているストレージ容量量課⾦金金
–  データベースの容量量として確保しているサイズ分の課⾦金金



Availability Zone

Amazon  RDS:  Multi-‐‑‒AZ構成

•  複数AZで同期型のスタ
ンバイ機を構築可能
–  単⼀一AZ障害でもサービ
スが継続可能

–  料料⾦金金は2台分かかる
•  1〜～2分※でのフェール
オーバー(復復旧)が可能
–  エンドポイント(DNS名)
が移るので、アプリから
の接続先は変更更なし

スペック/AZ
RDS

(MySQL)
SingleAZ

RDS
(MySQL)
MultiAZ

m3.large $0.240 $0.480
m3.xlarge $0.485 $0.970
m3.2xlarge $0.965 $1.930

Availability Zone 同期レプリケーション

エンドポイント

※※2015年年4⽉月1⽇日現在の東京リージョンの料料⾦金金

障害時切切り替わる

※データサイズによってはもう少しかかる場合も
あります。またDNSのキャッシュをする場合、
TTLを30秒未満にするのがオススメです。



Amazon  RDS:  Multi-‐‑‒AZ構成のメンテナンス

•  例例:  タイプ変更更
1.  スタンバイ機が再起動
2.  エンドポイントをスタ
ンバイ側へ切切替

3.  元マスター機が再起動
•  メンテナンス時の影響
を最⼩小限にできる

Availability Zone Availability Zone

エンドポイント 1.タイプ変更更
のため再起動

2.切切替

3.再起動



Amazon  RDS:  Read  Replica

•  読み取り専⽤用のレプリカ
を追加可能
–  MySQLとPostgreSQLのみ

•  アプリケーションの読み
取り負荷を分散
–  スケールアウト可能
–  アプリ側での対応が必要

•  バッチ等の重いクエリが
サービスに影響しないよ
うにRRへ

アプリサーバ バッチサーバ

読み取りクエリ
の⽅方が多いと
特に有効

⽇日次の集計バッ
チや問い合わせ
対応など



Amazon  RDS:  バックアップ、リストア

•  バックアップが標準機能
–  1⽇日1回のスナップショット
–  更更新ログの保管

•  スナップショットからリ
ストア
–  別インスタンスにリストア

•  Point  In  Time  Recovery
–  バックアップの保持期間内
の直近5分までで、任意の
時刻にリストア

更更新ログ
+

ストレージ

この時刻の状態をリストア

更更新ログ保管
+

スナップショット

スナップショットリストア
↓

更更新ログで残差分を適応

t



Amazon  RDS:  Point  in  Time  Recovery

•  トラブル時の再現・検
証が簡単
–  トラブル時点にPITRし
た検証インスタンス

–  対応終わったら捨てる
–  PITRをいくらでも練習
も可能

•  DBAがいても、PITRま
で⾃自動化できているこ
とはかなり稀

昨⽇日買ったアイテ
ムが所持品にない

トラブル時点へPITR
⼩小さいインスタンスでOK

✘

その時の状態を、
そのまま確認できる

終了了後、インスタンス削除



Amazon  RDS:  ソフトウェアメンテナンス

•  指定したメンテナンス
ウィンドウで⾃自動実施
–  セキュリティパッチ適応等
–  再起動が伴うことも

•  メンテナンスウィンドウ
は曜⽇日と時間帯指定
–  分単位で30分〜～3時間の枠
を指定

–  注意:  毎週メンテという事
ではない



Amazon  RDS:  ログ、メトリクスへのアクセス

•  管理理画⾯面やAPIでログ
にアクセス可能

•  Amazon  CloudWatch
でメトリクス
–  CPU,  Memory  Usage等
–  IOPS,  Queue  Depth等
–  ネットワークスループット等



Amazon  EC2にRDBMSをインストールすれば？

•  選択肢の1つ
–  RDSが対応していない
DBMSを使える

–  より細かいOSレベルの
チューニングも可能

•  構築から運⽤用(バック
アップや障害時切切替な
ど)を全て⾃自分たちでや
る必要がある
–  DBAの仕事

構築 DBマスタ

DBスタンバイ

運⽤用

定期
バックアップ

DBA
障害時切切替

✘



クラウド時代のデータベース(再掲)

•  初期投資不不要
–  DBサーバの調達不不要

•  従量量課⾦金金
–  時間＋容量量の使った分だけの課⾦金金

•  瞬時にリソース確保
–  ⾃自由なサイズがすぐに起動でき、すぐに使える

•  リリースまでの時間を速く
–  専任のDBAがいなくてもリリースできる

•  本来のビジネスに集中できる
–  DB管理理にかけていた時間を、本来のビジネスに

Amazon  RDS



Amazon  RDSの利利⽤用パターンと事例例



Amazon  RDSの利利⽤用パターン

シングルマスター
•  マスターが1台のみ
•  全ての書き込みを1台で

–  RDBMS単体の機能がフル
活⽤用できる(トランザク
ション等)

•  スケールアップ戦略略のみ

シャーディング
•  マスターが複数台
•  テーブルorレコード分割

–  アプリケーションで対応
–  RDBMS単体の機能が⼀一部
使えない

•  スケールアウト戦略略も



シングルマスター構成

Availability Zone Availability Zone

アプリサーバ

DBマスターDBスタンバイ

商品
テーブル

購⼊入
テーブル

会員
テーブル

•  全てのテーブルが1インスタン
スの中にある

•  全てのクエリがマスターに⾶飛ぶ
•  RDBMSの普通の使い⽅方



シングルマスター構成:  スケール

Availability Zone Availability Zone

商品
テーブル

購⼊入
テーブル 会員

テーブル

•  スケールアップ
•  インスタンスタイプを上げる
•  容量量を拡張する



シャーディング構成  (テーブル分割)

Availability Zone Availability Zone

商品
テーブル購⼊入

テーブル

•  テーブルにより格納サーバが違う
•  アプリ側で適切切な接続先を選ぶ
•  各々のマスターはお互いを知らない

•  あくまでアプリ側で管理理される
•  DBMS上ではJOINができない

会員
テーブル



シャーディング構成  (テーブル分割):  スケール

Availability Zone Availability Zone

•  テーブルを切切り出すスケールアウト
•  各DBでスケールアップも可能

会員
テーブル

商品
テーブル

購⼊入
テーブル



Availability Zone

シャーディング構成  (レコード分割)

Availability Zone

•  レコードにより格納サーバが違う
•  UNIQUE制約も使えない

•  アプリ側で適切切な接続先を選ぶ
id name age 

1 Alice 30 
3 Jon 25 
… id name age 

2 Bob 33 
4 Tom 21 
… 



Availability Zone

シャーディング構成  (レコード分割):  スケール

Availability Zone

•  レコード分割ルールをスケールアウト
•  新規idから新しいDBへ
•  modulusを変える
•  マッピングを増やす

•  各DBでのスケールアップも可能

1 … 

2 … 

3 … 

4 … 

5 … 

6 … 



シングルマスター:  トランザクションが使える
BEGIN; 
 
UPDATE t1 SET c=1 WHERE …; 
 
UPDATE t2 SET c=3 WHERE …; 
 
COMMIT; 
 

t1 

t2 
✔
✔

•  単体のRDBMSが持つ機能がその
まま使える

•  複数のレコードが不不整合な状態に
ならないことが保証される



BEGIN; 
 
 
 
UPDATE t2 …; 
 
COMMIT; 
 

シャーディング:  トランザクションが使えない
BEGIN; 
 
UPDATE t1 …; 
 
 
COMMIT; 
 

t1 

t2 ✘
✔

•  アプリ側で複数DBを扱うので、
全更更新がうまくいくとは限らない

•  トランザクションマネージャを利利
⽤用するか、⾃自分で実装するか、諦
めるか



事例例1:  シングルマスター





事例例：BASEのシステム構成

EC2 EC2

RDS
(Active)

DB

ELB

AZ① AZ②

RDS
(Standby)

ElastiCache

S3

S3：商品画像の
保存と配信

ElastiCache：
セッション情報の保存

ELB:  EC2への
ロードバランシング

RDS:  Multi-‐‑‒AZ構成で
堅牢牢性・可⽤用性を⾼高める



TVなど瞬間的にアクセスが急増する場合は、、、
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↑事前に
スペック
UP

事前に⼤大幅Webサーバ増



TVなど瞬間的にアクセスが急増する場合は、、、

AZ① AZ②

Web
App

Web
App

Web
App

Web
App … Web

App
Web
App

Web
App

Web
App …

↑事前に
スペック
UP

事前に⼤大幅Webサーバ増

ここで問題です



突発的なピーク対応にいくら位かかると思いますか？
•  テレビ番組対策を想定

–  番組前から終了了後まで2時間だけ増強
•  2時間の間サーバ/DBを増設

–  Appサーバ：通常m3.medium*2台を20台に変更更
–  DB：通常m3.medium(MultiAZ)を
m3.xlargeに変更更(2段階スペックアップ)

 　 　 　 　 　 　            1：約1,000円
 　 　 　 　 　 　            2：約10,000円
 　 　 　 　 　 　            3：約100,000円

※2015年年4⽉月1⽇日現在の
東京リージョンの料料⾦金金
あくまで⽬目安として

お考え下さい
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•  テレビ番組対策を想定

–  番組前から終了了後まで2時間だけ増強
•  2時間の間サーバ/DBを増設

–  Appサーバ：通常m3.medium*2台を20台に変更更
–  DB：通常m3.medium(MultiAZ)を
m3.xlargeに変更更(2段階スペックアップ)

 　 　 　 　 　 　            1：約1,000円
 　 　 　 　 　 　            2：約10,000円
 　 　 　 　 　 　            3：約100,000円

※2015年年4⽉月1⽇日現在の
東京リージョンの料料⾦金金
あくまで⽬目安として

お考え下さい



事例例2:  シングルマスター→シャーディング



あのゲームも基本的には同じような構成

Tokyo  Game  Show  2014の発表資料料より抜粋



成⻑⾧長に伴い…

Tokyo  Game  Show  2014の発表資料料より抜粋



サーバ増:  Amazon  RDSはシャーディング

Tokyo  Game  Show  2014の発表資料料より抜粋



結局、どういう構成がいいの？

•  シングルマスターが簡単
でオススメ
–  誰でもすぐ始められる

•  ⾜足りなくなったらスケー
ルアップ
–  ボタン1つでできる

•  それでも⾜足りなければ
–  シャーディング
–  追加実装＋⼀一部妥協する必
要が出てくる



まとめ



Amazon  RDSでクラウドDBはじめましょう！

•  クラウド時代のRDBMS
•  DBに詳しい⼈人がいなくても、今すぐに使える
•  対応RDBMSも多く、利利⽤用企業も多い
•  シングルマスターから始めてみよう
•  DBMSの構築・運⽤用にかかる時間を、本来のビ
ジネス価値を⾼高めることに投資できる




