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エコシステム ソリューション部
パートナー ソリューション アーキテクト

• エンタープライズ SIパートナー様のご⽀支援
• ISVパートナー様のご⽀支援

• 好きなAWSサービス
AWS運⽤用系サービス



Agenda

• クラウド運⽤用監視の基本 -‐ Step1
• クラウド運⽤用の応⽤用 -‐‑‒ Step2
• クラウド運⽤用のトレンド -‐‑‒ Step3
• SONY様のクラウド運⽤用
• まとめ



クラウドの運⽤用監視

https://vulcanpost.com/575341/servishero-‐survey-‐big-‐data/















クラウド運⽤用を⽀支えるAWS	  Services

Amazon	  CloudWatch AWS	  CloudTrail AWS	  Config



• CloudWatch
• AWS上で稼働するシステム監視サービス

ü 死活監視 /  性能監視 /  キャパシティ監視

• CloudWatch  Logs
• ログ管理理プラットフォーム サービス

ü EC2上のOS,  APPのログ
ü AWSマネジドサービスのログ

• CloudWatch  Events
• AWS上リソースの状態監視サービス
• AWSリソースに対するイベントをトリ
ガーにアクションを実⾏行行する機能

Amazon	  CloudWacth

CloudWatch



Amazon CloudWatch

Metrics Name
(CPUUtiliization)

Metrics Name
(HealthyHostCount)

Name	  Space
(AWS/EC2)

Name	  Space
(AWS/RDS)

Name	  Space
(AWS/ELB)

Metrics Name
(CPUUtiliization)

Dimension
(InstanaceId)

Dimension
(InstanaceId)

Dimension
(InstanaceId)

Sum

Max

Min

Average

Statistic

Metrics Namespace Dimension

Simple	  Count

Monitoring

CloudWatch	  Logs

CloudWatch	  Events

Rules

Filtering

Event	  Rule

Alarm

Action

CloudWatch



Metrics	  Monitoring	  (CloudWatch	  Dashboard)



Metrics	  Alarm	  (アラーム)

ビリング アラームの設定
• 課⾦金金状況をCloudWatchで監視
• ⼀一定⾦金金額を超えるとアラームメール通知が可能



Metrics	  Action	  (通知・アクション)
各アラーム状態に対してアクションを定義可能

ü通知（Notification）
• Amazon  Simple  Notification  Service（SNS）を使って通知
• メール送信やHTTP(S)送信、Amazon  Simple  Queue  Service
（SQS）への送信が可能

üEC2アクション
• EC2インスタンスの復復元、停⽌止および終了了が実⾏行行可能

üAuto  Scalingアクション
• Auto  Scaling  GroupのScaling  Policyを指定し、インスタンス
のスケールアウト・インが可能



AWS	  プラットフォームのログ活⽤用

CloudWatch	  Logs

S3

CloudTrail

S3	  Access	  Logs

ELB

VPC	  Flow	  Log

OS	  /	  APP

Kinesis

Lambda

チャット

電話

通知

アラート

アクション

Config Cloudfront

Detailed	  Billing

Redshift

DMSRDS

他ツール連携

エクスポート

API	  
Gateway

可視化

※⼀一部サービスを抜粋



CloudWatch	  Logs

Amazon	  Linux Ubuntu

Windows Red	  Hat	  Linux

CloudWatch	  Logs

通知:
CloudWatch	  Alarm

Log	  Agent Log	  Agent

Log	  Agent Log	  Agent

VPC	  Flow	  Log

可視化:
Amazon	  Elasticsearh	  Service
(Kibana)

エクスポート:
Amazon	  Kinesis	  Firehose

CloudTrail Lambda RDS



CloudWatch Logs Metric Filter
特定⽂文字列列のエントリ頻度度によりアラーム作成が可能
→  コンソールへのログインが失敗するとアラーム警告



VPC	  Flow	  Log



Kibana Dashboard



Event	  Monitoring	  (メンテナンス イベント)
Dear	  Amazon	  EC2	  Customer,

One	  or	  more	  of	  your	  Amazon	  EC2	  instances	  is	  scheduled	   for	  maintenance	  on	  XXXX-‐XX-‐XX	   for	  2	  hours	  starting	  at	  
XX:00	  UTC.	  During	  this	  time,	  the	  following	  instances	  in	  the	  ap-‐northeast-‐1	  region	  will	  be	  unavailable	  and	  then	  
rebooted:

i-‐12345abc	  [Instance-‐id]

Your	  instances	  will	  return	  to	  normal	  operations	  after	  maintenance	  is	  complete	  and	  all	  of	  your	  configuration	  settings	  
will	  be	  retained.	  To	  continue	  normal	  operation	  and	  avoid	  any	  unavailability	   or	  reboots	  during	  this	  time,	  you	  can	  
migrate	  the	  instances	  listed	  above	  to	  replacement	  instances.	  Replacement	  instances	  will	  not	  be	  affected	  by	  this	  
scheduled	  maintenance.	  Otherwise,	   no	  action	  is	  generally	  required	  on	  your	  part	  (certain	  underlying	   system	  
components	  may	  change	  at	  reboot	  time,	  and	  your	  operating	  system	  may	  prompt	  you	  to	  install	  additional	  
software/drivers	   post-‐reboot	  as	  a	  result).	  If	  your	  instance	  is	  part	  of	  an	  auto-‐scaling	  group,	  then	  it	  will	  automatically	  
be	  terminated	  and	  replaced	  by	  a	  newly	  launched	   instance	  during	  the	  maintenance	  window.
…

Sincerely,
Amazon	  Web	   Services



APIを使ったメンテナンスイベントの監視

aws ec2	  describe-‐instance-‐status



どのように管理理するか



タグを使ったEC2の管理理

http://blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx150Z810KS4ZEC/How-‐to-‐Automatically-‐Tag-‐Amazon-‐EC2-‐Resources-‐in-‐Response-‐
to-‐API-‐Events

• AMI  詳細
• インスタンス タイプ
• セキュリティ グループ
• インスタンス詳細
• ストレージ
• タグ

• 名前
• 役割
• ステージ
• コストセンター

EC2	  (仮想サーバー)



タグがサポートされないサービスの管理理



サードバーティ監視ツールとの連携
監視対象の制限
• ハイブリッド環境の監視

データ保存期間(2週間の保存)
データ保管粒粒度度は最短で1分間隔
アラートの制限
• 複合アラートの設定
• 重要度度の設定

アクション機能



Audit	  &	  Governance

• AWSユーザの操作をロギングする
サービス
• ルートアカウント/IAMユーザのオペレー
ションをトラッキング

• ロギングデータはS3に保存される
• CloudTrail  ログファイルは暗号化され、
gz形式でS3に保存（SSE）

• KMSを使った暗号化もサポート
• CloudTrail  ⾃自体は無料料

• Amazon  S3/SNSの使⽤用料料⾦金金が必要
CloudTrail



https://spin.atomicobject.com/2013/01/27/json-‐command-‐line-‐jq/

JSON	  形式で保存



CloudTrail	  API lookup
APIコールはAWSマネジメント コンソールから確認可能

※  AWSマネジメントコンソールから確認できるのは直近の7⽇日間のログのみ



CloudTrail	  API	  サンプル (RunInstance)

AMI ID
セキュリティ
グループ

Instance	  ID キーペアー

サブネット

ENI	  ID

VPC	  ID



CloudFormationを使った通知設定の⾃自動化
展開されるフィルタリング・ルール

• アカウント ルートログインの監視
• 認証失敗の監視
• 特定インスタンスタイプのEC2が作成
されたかの監視

• セキュリティグループ変更更の監視
• ⼤大きめのインスタンス起動の監視
• IAM  ポリシーの変更更の監視

http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/03/cloudtrail-‐integration-‐with-‐cloudwatch-‐in-‐four-‐more-‐regions.html



複数アカウントのCloudTrail	  Log管理理

利利⽤用していないリージョンも有効化
http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/12/aws-‐cloudtrail-‐update-‐turn-‐on-‐in-‐all-‐regions-‐use-‐multiple-‐trails.html
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-‐sharing-‐logs.htm

Multi-‐Region Multi-‐Account

サードパーティツールとの連携



CloudTrailを使ったAPIの可視化

https://aws.amazon.com/jp/cloudtrail/partners/

AWS	  CloudTrail	  Partners
(Technology	  Partners)



AWS	  Config	  

AWS  Config
• AWSリソースのレポジトリ情報から、
システムの構成情報を提供

• 構成情報は定期的にスナップショッ
トとしてS3に保存

AWS  Config  Rules
• 準拠すべきルールを設定し、システ
ム全体をルールに基づき評価

AWS	  Config
AWS	  Config	  Rules



AWS Configリレーションシップ

Security
Group

EIP

ENI

EBSVPC

Route Table

NACL

SubnetVPN

IGW

CGW
EC2



Terminateしたインスタンスも確認可能



AWS	  Configをつかった構成管理理の可視化
AWS	  Config	  Partners
(Technology	  Partners)



AWS	  Config	  Rules

AWS  Managed  Rules
AWSにより定義・提供
AWSにより運⽤用される
ベーシック・ルール

Customer  Managed  Rules
⾃自分で⾃自由にルールを作成
AWS  Lambdaを利利⽤用

管理理・運⽤用は作成者が実施



AWS	  Config	  Rules	  (AWS	  Managed	  Rules)

ボリュームの暗号化

ルートアカウントのMFA CloudTrailの有効化 EIPのアッタッチSSHの制限

EC2  in  VPCタグの付与 ポート設定



AWS	  Config	  Rulesの確認



AWS	  Config	  Rules	  (AWS	  Custom	  Rules)

• Lambda	  Functionを使い⾃自由に作
成・カスタマイズ可能

• AWS	  Config	  Rules	  Repositoryを使
いルールの取得・提供も可能

https://github.com/awslabs/aws-‐config-‐rules/blob/master/RULES.md

AWS	  Config	  Rules	  Repository
（提供されるルール）

AWS	  Lambda

1. IAMポリシー関連
2. IAM鍵のローテーション
3. MFAの有効化
4. ルートアカウントの無効化
5. CloudTrailの有効化
6. VPC	  Flow	  Logの有効化
7. タグフォーマットの制御



AWS	  Config	  Rules	  (カスタム ルール)	  の利利⽤用⽅方法

管理理者アカウント 利利⽤用者アカウント

Custom	  Rule Custom	  Rule Custom	  Rule

Custom	  Rule Custom	  Rule Custom	  Rule

Custom	  Rule Custom	  Rule

Customer	  001

Customer	  002

Customer	  003

Adding	  Permission

Assure	  Role



クラウド運⽤用を⽀支えるAWS	  Services

Amazon	  CloudWatch AWS	  CloudTrail AWS	  Config



AWS	  Ecosystemによる運⽤用強化



AWS	  Ecosystem による更更なる強化

AWS対応 Single	  SaaS Multi-‐SaaS
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岡⽥田澄夫

Agilityにフォーカスしたクラウド活⽤用



⾃自⼰己紹介

⽒氏 名 岡⽥田澄夫
利利⽤用暦 2008年年よりAWS上でのクラウドサービスの構築・運⽤用に従事
趣 味 写真撮影



ソニー株式会社 クラウド&サービスアプリ開発運⽤用部⾨門

Devices

Services
Application

Infrastructure

Platform

DevOps

CSA
サービス・アプリ開発運⽤用
ソリューション提供

サービス、アプリ、ソリューションの開発・提供・運⽤用を通じて
顧客価値を実現する技術者集団！



開発・運⽤用基盤の変化



開発・運⽤用基盤の変化

構成管理理

CI

プロビジョニング・デプロイ

バグ管理理

監視・メトリクス

通知・情報共有

ログ管理理

GIT  /  SVN

Jenkins

Chef  /  Puppet / 独⾃自

Redmine /  Jira

Nagios / Ganglia

Mail / Redmine

Syslog

GitHub

CircleCI

Elastic Beanstalk / Docker

GitHub

CloudWatch / DataDog

OpsGenie

CloudWatch / Redshift

機能 ~∼ 2014年年 現在（典型例例）

オンプレミス EC2 PaaS SaaS

100+
のサーバ

ほぼ全てが
サービスで
完結



変化の理理由

「開発・運⽤用基盤」に対する技術者の期待

Agility ⾃自由度度 コスト



転換の契機



プラットホーム開発がボトルネック化
AW
S利利
⽤用
規
模

2011 2012 2013 2014 2015 2016

⼩小規模活⽤用 プラットホーム化 規模拡⼤大

• Cloudポータビリティ
• 未成熟なPaaS/SaaS
• 共通化でスピードアップ
• コスト抑制

品質・性能問題

• 開発ニーズ急増
• サービス規模拡⼤大
• プラットホームがボトルネック化

問題の本質：

Agilityの喪失



問題解決に貢献したスタイルの転換

2011 2012 2013 2014 2015 2016

⼩小規模活⽤用 プラットホーム化 規模拡⼤大 PaaS/SaaS活⽤用拡⼤大
DevOps体制化

順次移⾏行行

DevOps体制始動

コスト抑制効果

AWSアカウント数

AW
S利利
⽤用
規
模



Agility のための転換

AWS Summit Tokyo 2015 EA-‐‑‒07
クラウドサービス基盤における IaaS  から PaaS への転換と効率率率性の追求
ソニー株式会社 ⽟玉井 久視

詳しくは、



SonyでのAWSの使い⽅方



使い⽅方：運⽤用監視
PaaS/SaaSのみで構成した監視系システム

EC2

Cloud Watch,
Logs

SNS

S3

Lambda

Redshift

監視対象 モニタリング

メトリクス

通知とコミュニケーション

ログ解析

Logs

１分毎にImport

Logs,
MetricsELB

2015−03 Production リリース

SQLでログ解析・集計

チャート

Import起動

アラーム⽣生成

ログ・Metrics
収集

通知⽣生成

エスカレーション
制御

ログ整形&Upload
(Fluentd)

インスタンス ログインなしの運⽤用



配信者

視聴者

Operators

使い⽅方：ライブ動画処理理サービス

Route53

Elastic
Beanstalk

Html
JS

設定

Meta
Event

設定・管理WEB-UI

Effect
orEffector

Multi Availability Zones
Auto ScalingGroup

Notification& Communication

Analysis
DB

Log & Metrics

配信システム

ELB

Video Video

バッチ系処理

Dynamo  DB
Redshift

API GW Lambda

動画処理エンジン Lambda

Amazon  
ECR

Lambda



配信者

視聴者

使い⽅方：ライブ動画処理理サービス

Route53

Html
JS

設定

設定・管理WEB-UI

Effect
orEffector

Multi Availability Zones
Auto ScalingGroup

配信システム

ELB

Video Video

API GW Lambda

動画処理エンジン

Elastic
Beanstalk

Meta
Event

Dynamo  DB

Operators

Analysis
DB

Log&Metrics

バッチ系処理

Redshift

Lambda

運⽤用・管理理機能には、SaaSやPaaSで構築

Notification& Communication

Lambda



配信者

視聴者

Operators

使い⽅方：ライブ動画処理理サービス

Route53

Elastic
Beanstalk

Html
JS

設定

Meta
Event

設定・管理WEB-UI

Multi Availability Zones
Auto ScalingGroup

Notification& Communication

Analysis
DB

Log&Metrics

配信システム

ELB

Video Video

バッチ系処理

Dynamo  DB
Redshift

SNS

API GW Lambda

動画処理エンジン Lambda

価値の源

「サービス機能」
の開発に集中

Effect
orEffector



最後に



あるエンジニアの⾔言葉葉

新たな機能をタイムリーに提供すること
不不具合をすぐに修正してリリースすること

以前はさまざまな障壁が、これを難しくしていた。

DevOps体制への転換と、PaaS/SaaSの活⽤用によりこれが変わった。
習得には時間は要したが、

チームが主体となってすべてを進められるようになったことがとてもうれしい。



まとめ

Step1:	  基本監視の実装
ü AWSマネジドサービスの利利⽤用

Step2:	  AWS運⽤用監視サービス群の活⽤用
ü CloudWatch,	  CloudTrail,	  AWS	  Config

Step3:	  Ecosystem	  を使った運⽤用負荷軽減
ü ISV	  in	  VPC	  /	  Single	  SaaS/	  Multi-‐SaaS



AWS運⽤用コミュニティ(OpsJAWS)
〜～クラウドによる、クラウドのための、クラウド運⽤用管理理〜～

AWS上に構築されたシステムの
運⽤用管理理のベストプラクティスを集約！

@OpsJAWShttps://opsjaws.doorkeeper.jp/ http://aws.typepad.com/
aws_partner_sa/2015/06/aws-‐ops.html



[OpsJAWS]  "やってみようシリーズ"  のお知らせ
(通称:  ⿊黒船シリーズ)

• 運⽤用監視分野に焦点をあて、どのようにツールを使うのか、
設定するのかについて、ステップ バイ ステップで紹介。

• ご要望の多い海外のSaaSを中⼼心にご紹介。
• ローンチ パートナー決定。
• 掲載サービスも拡張予定。

by
Splunk Inc

by
株式会社オージス総研

by
株式会社サーバーワークス

by
TIS株式会社



Thank you


