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クラウド時代のソフトウェアアーキテクチャ



TwitterでAWS Summitに参加しよう!

公式アカウント@awscloud_jp
をフォローしたお客様に
フリクションボールペンをプレゼント！

【配布場所】ロビーや展示会場のコンパニオンが配布中！お気軽にお声かけください。



AWS Black Belt Online Seminarのご案内

AWSJ の Tech メンバーがAWSに関する様々な事を日本語で
紹介・解説する無料のオンラインセミナー

AWSについてもっと勉強したい方にオススメ！
AWS イベント 検索



AWS Lambdaの本が出ます

✤ AWS Lambdaを網羅した本を出します

✤ 2016年9月マイナビ出版より出版予定

✤ サンプル版をアマゾンで配信してます
http://www.amazon.co.jp/dp/B01GE15R7E

✤ マイナビさんのサイトで登録すると完全
版発売時に通知が届きます
http://book.mynavi.jp/quest/id=153

http://www.amazon.co.jp/dp/B01GE15R7E
http://book.mynavi.jp/quest/id=153
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✤ ソリューションアーキテクト
✤ クラウドを使ったアプリ開発とかモバイル開発の話しをよくします

✤ モバイルニンジャ1号機
✤ RESTおじさん
✤ Lambda Wizards

✤ 餃子の王将エヴァンジェリスト（自称）
✤ 音楽が好きです、フジロッカーです、今年も行きます

✤ でもサマソニも毎年行きます
✤ 小説大好き、マンガ大好き、空想好き
✤ ブログ: http://keisuke69.hatenablog.jp/
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クラウド時代の？



もちろん

✤これまで通りの作り方をしたアプリもクラウド上で問題
なく動く

✤既存のアプリケーションをクラウドに持ってくる事自体
も難しくはない



クラウドの価値を
活かせてる？





クラウドの特性を踏まえ、
いかにスケーラビリティを
確保するか



クラウドの特性

✤障害を前提としたデザイン（Design for failure）
✤疎結合
✤弾力性の実装
✤全てのレイヤでセキュリティを担保
✤制約を恐れない
✤並列処理
✤複数あるストレージのオプション



The Twelve-Factor App



The Twelve-Factor App

✤モダンなWebアプリケーション開発のための方法論

✤直接的にクラウドと関連する話しではないが一読してお
くべき

✤ URL
http://12factor.net/
http://12factor.net/ja/（日本語訳）

http://12factor.net/
http://12factor.net/ja/


The Twelve-Factor App

✤ Codebase - コードベース -
✤ バージョン管理されている1つのコードベースと複数のデプロイ

✤ Dependencies - 依存関係 -
✤ 依存関係を明示的に宣言し分離する
✤ 環境に依存しないこと

✤ Config - 設定 -
✤ 設定を環境変数に格納する
✤ 設定などの環境によって異なる可能性があるものはOSレベルの環境変数に
よって注入されるべきである

✤ Backing services - バックエンドサービス -
✤ バックエンドサービスをアタッチされたリソースとして扱う
✤ データベースやメッセージブローカーといったものはアタッチされたリ
ソースとして扱う



The Twelve-Factor App

✤ Build, release, run - ビルド、リリース、実行 -
✤ ビルド、リリース、実行の3つのステージを厳密に分離する

✤ Process - プロセス -
✤ アプリケーションを1つもしくは複数のステートレスなプロセスと
して実行する

✤ プロセス間で何も共有はしない
✤ Port binding - ポートバインディング -

✤ ポートバインディングを通してサービスを公開する
✤ Concurrency - 並行性 -

✤ プロセスモデルによってスケールアウトする
✤ 水平方向へのプロセスのスケールアウトによって並行性を担保する



The Twelve-Factor App

✤ Disposability - 廃棄容易性 -
✤ 高速な起動とグレースフルシャットダウンで堅牢性を最大化する

✤ Dev/prod parity - 開発/本番一致 -
✤ 開発、ステージング、本番環境をできるだけ一致させた状態を保つ
✤ CI/CDは各環境が揃っていることで実現される

✤ Log - ログ -
✤ ログをイベントストリームとして扱う
✤ 中央集権的なサービスによってイベントを集約、インデックス化し
分析する環境が実現される

✤ Admin processes - 管理プロセス -
✤ 管理タスクを1回限りのプロセスとして実行する



Photo credit: wildxplorer via Visual hunt / CC BY

https://www.flickr.com/photos/krayker/2268587409/
https://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Hexagonal Architecture: 超ざっくりと

✤アプリを、ユーザー、プログラム、自動テストあるいは
バッチスクリプトから、同じように駆動できるようにす
る。

✤ Ports & Adapters
✤特定ポートに届いたイベントをアダプターがアプリに渡す（ま
たはその逆）

✤アプリは入力側のデバイスなどは関知
しない

✤アダプターは必要に応じメッセージの
変換も行う



Hexagonal Architecture: 実際の例



Microservices Architecture
The microservice architectural style is an approach to developing a 
single application as a suite of small services, each running in 
its own process and communicating with lightweight mechanisms, 
often an HTTP resource API. These services are built around 
business capabilities and independently deployable by fully 
automated deployment machinery. There is a bare minimum of 
centralized management of these services, which may be written 
in different programming languages and use different data 
storage technologies.

-- James Lewis and Martin Fowler



9つのポイント

✤ Componentization via Services
✤ Organized around Business Capabilities
✤ Products not Projects
✤ Smart endpoints and dumb pipes
✤ Decentralized Governance
✤ Decentralized Data Management
✤ Infrastructure Automation
✤ Design for failure
✤ Evolutionary Design



Microservicesとは

✤ サービスを単一のアプリケーションではなく小さなサービスの組み合わせで構
築する

✤ 各サービスは独立し、単一でデプロイと実行が可能なものである
✤ サービスの変更やデプロイ時に他にはなにも変更する必要がないこと

✤ 技術的な境界で分割するのではなくビジネスの遂行能力で分割する
✤ サービスのデプロイに必要なCapabilityを持つよう分割する。
✤ 組織構造と密接に関連（いわゆるコンウェイの法則）
✤ 機能だけ別チーム・別サービスでDBは共通で持つというようなことはしない

✤ サービスとビジネスの境界を一致させる

✤ サービス間のコミュニケーションは軽量な手段を利用する
✤ 単一アプリにおけるインメモリのメソッド呼び出しではなくなる
✤ HTTPは最良の選択肢の1つであり、RESTful APIによる呼び出しがよく利用される



Microservicesの利点

✤ Monolithicなシステムからの解放

✤ 単独でデプロイ・実行可能であるため、個々のサービスで自由にスケールする
ことが可能
✤ コスト効率をあげられる

✤ パラレルな開発とデプロイ

✤ 各サービスで独立性の高い実装が可能
✤ 言語、DBなど全てのサービスで同じものを使う必要がない（Polyglot Persistence）
✤ 各サービスごとに最適と思われるものを選択可能

✤ サービス間は独立しているため、個々の可用性の問題が全体に影響しない

✤ ビジネス上の境界とより密接にアラインされる



Polyglot Persistence

✤ 各サービスごとに最適な言語とDBを組み合わせる
✤ 全てのデータモデルにRDBMSが適しているとは限らない
✤ 1つのプログラミング言語、フレームワークに縛られる必要はない

✤ 例
✤ 検索 => Elasticsearch / Solr
✤ ソーシャルデータ => グラフDB（Neo4Jなど）
✤ ログの蓄積 => Cassandra / Amazon DynamoDB
✤ ユーザセッション => Redis
✤ トランザクショナルデータ => RDBMS



The Amazon Way

Photo credit: jurvetson via Visual Hunt / CC B

https://www.flickr.com/photos/jurvetson/5129303018/
https://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Monolithicな開発サイクル

developers

releasetestbuild

delivery pipelineapp



Two Pizza Rule

AMAZON CONFIDENTIAL



Two Pizza Team

✤作るものに対する全てを負う
✤プロダクト計画(ロードマップ)
✤開発
✤運用
✤サポート

✤ You build it, you run it
✤ DevOps



Microservicesな開発サイクル

developers delivery pipelinesservices

releasetestbuild

releasetestbuild

releasetestbuild

releasetestbuild

releasetestbuild

releasetestbuild



アプリケーションの実装パターン



アプリケーションの実装パターン

✤いくつかの典型的なパターンがある
✤シンプルなものから複雑なものまで

✤どのやり方が許容できるかはチームで決めること
✤短期的にはシンプルなアプローチを取ったほうがいい

✤最初に選んだやり方を最後まで貫く必要はない
✤柔軟に変更する



Graceful Degradation

✤ 500エラーは返さない
✤一部に障害やエラーがあっても全体の停止を引き起こさ
ず、その他の機能は有効に機能させる

✤最悪な例：



Throttling

✤内部サービスによる偶発的なDoSが引き起こされること
はよくある問題

✤リクエストに対するスロットリングが基本的な防御方法
✤スロットリングにはユーザ単位であったり、ソースアド
レス単位であったり、あるいはその組み合わせも

✤計測は常に大事
✤ API Gatewayを使えば簡単にできます



Fail Silently

✤エラーを内部的に処理した上で、ユーザには成功を示す
レスポンスを返す
✤Webサービスであれば内容がない200 OKを返す
✤正常終了のコードを返す

✤当然、内部的にはエラーとなっているため、それを検知
するためのロギングは行うこと



Static Fallback

✤エラー時には何らかの静的なコンテンツもしくは値を返
す

✤返すコンテンツにはリクエストのコンテキストがわかる
ものを含めること

✤ハードコーディングせずに変更可能にすること



Retry

✤ 失敗は一時的なものが多いのでシンプルにリトライすること
で成功することが多い

✤ スロットリングに対する対応も同様
✤ エラーが起きたら、少し待った上でリトライする
✤ Exponential back offもしくはフィボナッチ数列を利用したリ
トライ間隔の調整を行う
✤ Exponential back off ••• リトライ間隔を指数関数的に長くしていく
アルゴリズム

✤ 無制限にリトライするのではなくどこかでエラーとして判断
することが必要



Caching

✤サービス呼び出しに対するレスポンスをキャッシュする

✤リクエストを受け取ったら、最初にキャッシュをチェッ
クし、キャッシュがない場合や期限切れの場合にだけ
バックエンドへとコールする
✤レスポンス時にはキャッシュにも書き込みを行う
✤キャッシュがあった場合はキャッシュを用いてレスポンスする



Circuit Breaker

✤発生したエラー数を記録し、閾値を越えたときにフォー
ルバックプランを実行する
✤一般的にはなるだけエラーを素早く返す

✤故障箇所を部分的にかつ迅速に切り離すことでサービス
全体への影響を防ぐ

✤機能を回復させるために定期的にヘルスチェックする



Think Parallel

✤処理を並列化することでレイテンシを小さくする



Smooth Internal Traffic

✤キューの利用
✤コンポーネント間にキューを置いて、内部トラフィックをなだ
らかにするバッファとして利用

✤スパイク的な負荷をハンドリング



Microservicesの考慮点

✤ 分散した複数のコンポーネントを扱うことの難しさ
✤ サービス単位で独立して実行可能な状態にするということはそれだ
け小さいシステムが増えるということ

✤ 複数のコンポーネントを協調動作させることの難しさ
✤ コンポーネント間のコミュニケーションメッセージの増加に
よるレイテンシ増

✤ トランザクションの取り扱い
✤ サービスディスカバリ
✤ 分散するシステムのテストにおける複雑さ
✤ 分散するシステムの運用とデプロイの複雑さ



トランザクション

✤ Microservicesでは各サービスがそれぞれDBを持っている

✤ ビジネスの観点では複数のサービスに対する更新が必要な場
合がある

✤ そもそもNoSQL DBを使っている場合、ACIDトランザクショ
ンをサポートしていないことも多い

✤ 複数のDB間でデータが同期されている必要性



イベントベースなアーキテクチャ

✤いわゆる「結果整合性」の導入
✤ Eventually Consistency

✤各サービスは状態の変化にあわせてイベントを発行する

✤各サービスはイベントをsubscribeし、イベントドリブ
ンに処理を行う
✤一時的なConsistencyの妥協
✤充分に時間がたてばConsistencyは保たれる



さらにもう一歩



Event Sourcing

✤「状態」を記録するのではなく状態の変更という「イベ
ント」を記録する
✤ イベントは「追加」のみであり「不変」

✤イベントのリプレイにより現在の「状態」を導出できる

✤イベントは不変（Immutable）であり、キャッシュやコ
ピーをしても問題なく、スケールしやすい



Event Sourcing

✤ Event Sourcingじゃない場合
✤①状態の更新と②イベントの発行
✤最低2つのアクション

✤ Event Sourcingの場合
✤イベントの永続化
✤ 1つのアクションで済み、原子的



CQRS

✤コマンドクエリ責務分離（Command and Query 
Responsibility Segregation）
✤システムの更新処理（Command）と参照処理（Query）を明確
に分離

✤更新処理＝副作用あり、参照処理＝副作用なし

✤なぜわけるか
✤コマンドとクエリでは要件が異なる
✤一貫性、正規化/非正規化、スケーラビリティ



さて



✤Microservices

Photo credit: Martin Cathrae via Visualhunt / CC BY-SA

APIをどうするか

https://www.flickr.com/photos/suckamc/21362353/
https://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


RESTful API



RESTとは

✤ Representational State Transfer

✤ Roy Fieldingが提唱したWebのアーキテクチャスタイル

✤ RESTの原則に則ったAPIをRESTful APIという



RESTの特徴

✤リソース指向

✤ URIによるリソースの識別

✤ステートレス

✤ HTTPメソッドを利用した操作



リソース指向

✤ リソースとは名前を持つあらゆる情報のこと
✤ 東京の天気
✤ 今日のニュース
✤ Amazonの株価

✤ 全てのリソースはURIで表現する
✤ URIがリソースそのものを示す
✤ URIとは1対1の関係

✤ 時間、条件によって「状態」は変わり得るが、その「意味」
は変わることはない



URIによるリソース識別

✤ Uniform Resource Identifier

✤リソースを特定するもの
✤例）https://api.example.com/resouces/1234

✤名詞で構成
✤表現するのはあくまでもリソースでありアクションではない
✤ URIのパス内に動詞が存在しないのが基本（名詞のみ）

Photo credit: The U.S. National Archives via Visual Hunt / No known copyright restrictions

https://www.flickr.com/photos/usnationalarchives/6107078384/
http://visualhunt.com/
http://flickr.com/commons/usage/


ステートレス

✤クライアントとサーバ間の接続に状態を持たない

✤（理想は）リクエストの1つ1つにそれを処理するにあ
たって必要な情報を全て含むこと

✤状態を持たないのでスケーラビリティの確保が容易にな
る



例：ステートフルなやり取り
いらっしゃいませ。○○バーガーへようこそ

ハンバーガーセットをください

サイドメニューはいかがなさいますか？

ポテトをください

ドリンクはいかがなさいますか？

はい

コーラをお願いします

以上でよろしいですか？

お会計は◯◯円になります
Photo credit: skpy via Visual Hunt / CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/skippy/4016102/
http://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


例：ステートレスなやり取り
いらっしゃいませ。○○バーガーへようこそ

ハンバーガーセットをください

サイドメニューはいかがなさいますか？

ハンバーガーセットをポテトで
お願いします

ドリンクはいかがなさいますか？

ハンバーガーセットをポテトと
コーラでお願いします

ハンバーガーセットをポテトと
コーラでお願いします

以上でよろしいですか？

お会計は◯◯円になります
Photo credit: skpy via Visual Hunt / CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/skippy/4016102/
http://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


例：ステートレスなやり取り
いらっしゃいませ。○○バーガーへようこそ

ハンバーガーセットをください

サイドメニューはいかがなさいますか？

ハンバーガーセットをポテトで
お願いします

ドリンクはいかがなさいますか？

ハンバーガーセットをポテトと
コーラでお願いします

ハンバーガーセットをポテトと
コーラでお願いします

以上でよろしいですか？

お会計は◯◯円になります
Photo credit: skpy via Visual Hunt / CC BY-SA

非常に冗長だが、
状態を持たないため、
都度全てを伝える必要がある

https://www.flickr.com/photos/skippy/4016102/
http://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


HTTPメソッドを利用した操作

✤ URIで示すリソースに対して何を行うかで利用するメソッド
を選択する

✤ HTTPで定義されているメソッドを利用
✤ GET/POST/PUT/DELETEおよびPATCHを主に利用する

HTTPメソッド 意味 CRUDとの対応

GET リソースの取得 READ
POST 子リソースの作成 CREATE
PUT リソースの更新（既存URI）

リソースの作成（新規URI）
UPDATE
CREATE

DELETE リソースの削除 DELETE
PATCH リソースの部分更新 UPDATE

Photo credit: Yu. Samoilov via VisualHunt.com / CC BY

https://www.flickr.com/photos/yusamoilov/13792583873/
http://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


POST、PUTそしてPATCH

✤ POSTとPUTはともにリソースの作成が行える
✤ リソースの作成には一般的にはPOSTを利用
✤ PUT

✤ クライアントが指定したURIのリソースを作成
✤ クライアント側でリソース名を作成する
✤ サーバ側の命名規則等を知っている必要がある（密結合と言える）
✤ 冪等

✤ POST
✤ リソース名はサーバによって作成される
✤ クライアントが指定するURIはあくまでも親リソース
✤ サーバによって子リソースのURIが作成される

✤ PUTとPATCH
✤ PUTは指定したリソース全体を更新、PATCHはリソースの一部を更新



HTTPステータスコード

✤処理の実行結果はHTTPステータスコードで表現
✤ HTTPステータスコードに意図を込める

✤ 400系はクライアント系のエラー
✤クライアントのリクエストに問題がある場合
✤指定されたリソースが見つからない、など

✤ 500系はサーバサイドのエラー
✤サーバがリクエストの処理を失敗した場合

Photo credit: sanbeiji via VisualHunt / CC BY-SA

https://www.flickr.com/photos/sanbeiji/1821188052/
http://visualhunt.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


HTTPステータスコード
HTTPステータスコード 意味 例

200 OK リクエストに成功し、情報とともにレスポンスを返す場合 GETによるリソース情報の参照

201 CREATED リクエストは成功し、新しく作成されたリソースが返される POSTによるリソース作成

204 NO CONTENT リクエストに成功したが、レスポンスのエンティティが何もない場合 DELETEによる削除

400 BAD REQUEST リクエスト不正。クライアントのリクエストがおかしい場合 定義されていないメソッドを使用した場合
やリクエストボディのJSONフォーマットが
おかしい場合

401 UNAUTHORIZED 認証が必要 認証が必要なURLに対して、未認証でア
クセスした場合

403 FORBIDDEN リソースへのアクセスが拒否された アクセス権のないリソースにアクセスした
場合

404 NOT FOUND リソースが見つからなかった場合 存在しないリソースへのGET

409 CONFRICT 現在のリソースと競合する場合 作成・更新しようとしたデータがユニーク
制約等でエラーになる場合

500 INTERNAL 
SERVER ERROR

サーバ内部エラー 処理中の例外などサーバ側エラー全般



ここまでAWSの話なし…



というわけで、ちょっとだけ



AWS上で構築する場合のパターン

✤ Amazon API Gateway + AWS Lambda

✤ Amazon EC2 + Amazon ECS

✤ Amazon EC2 + Amazon Elastic Beanstalk

✤ Amazon EC2 + ELB + ASG + Runtime



AWS上で構築する場合のパターン

✤ 実際のところMicroservicesの実現にあたり、インフラは何でもいい

✤ 満たすべき重要な要素
✤ 自動化
✤ 自動化のためのAPI

✤ サーバ単位の増減がAPIで簡単にできるクラウドがベストなのは一
目瞭然

✤ Microservicesの文脈におけるテストや開発手法はそのまま
Managed Serviceを活用したServicefullなシステムにも適用できる



Conclusion

✤ クラウドを最大限に活かすには、アプリケーションをスケーラブル
に作ること

✤ スケーラブルなアプリケーションを作るための方法論はいくつかあ
り、適宜自分たちにあわせて選択をしていくこと
✤ モダンなWebアプリ開発の方法論であるThe Twelve-Facotr App
✤ 変化の早いビジネスに追従するためのMicroservicesとその実装パターン
✤ アーキテクチャスタイルとしてのREST

✤ Microservices
✤ スケーラブルなアプリケーションを作るにあたり、非常に有用だがその
オーバーヘッドや複雑さについてはよく検討すること

✤ アーキテクチャの話だが組織の話とは切り離せないものである



Thank you!
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