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SUZ-‐‑‒LAB



AWSクラウドデザインパターンとは...

v AWSクラウドを使ったシステムアーキテクチャ設計を⾏行行
う際に発⽣生する、典型的な問題とそれに対する解決策・
設計⽅方法を、分かりやすく分類して、ノウハウとして利利
⽤用できるように整理理したもの。



例例えば...  (Web  Storage  Archive)

v  解決したい課題
サーバで⼤大量量に発⽣生するログを⼀一元管
理理したい

v  クラウドでの解決
容量量無制限ウェブストレージを利利⽤用し、
キャパシティを気にすることなく格納
可能

v  実装
EC2上でローテートされたログをAPI等
のツールを利利⽤用しS3に転送

v  利利点
ディスクスペース管理理が不不要になり、
堅牢牢性の⾼高いストレージでログを管理理

v  注意点
AutoScale時には、停⽌止前に該当ログ
の退避の仕組みを実装する必要がある

v  構造



Webでノウハウを共有

WIKI  http://aws.clouddesignpattern.org/
index.php

FACEBOOK
https://www.facebook.com/awscdp



書籍でノウハウを共有

h"p://www.amazon.co.jp/dp/4822211967/	  

Amazon  Web  Services  クラウドデザインパターン  設計ガイド



CDPカテゴリ  (2012.09.13現在)

v  基本
Snapshot
Stamp
Scale  Up
Ondemand  Disk

v  可⽤用性を向上
Multi-‐‑‒Server
Multi-‐‑‒Datacenter
Floating  IP
Deep  Health  Check

v  動的コンテンツを処理理
Scale  Out
Clone  Server
NFS  Sharing
NFS  Replica
State  Sharing
URL  Rewriting
Rewrite  Proxy
Cache  Proxy
Scheduled  Scale  Out

v  静的コンテンツを処理理
Web  Storage
Direct  Hosting
Private  Distribution
Cache  Distribution
Rename  Distribution

v  データをアップロード
Write  Proxy
Storage  Index
Direct  Object  Upload

v  リレーショナルデータベース
DB  Replication
Read  Replica
In-‐‑‒memory  DB  Cache
Sharding  Write

v  バッチ処理理
Queuing  Chain
Priority  Queue
Job  Observer
Scheduled  Autoscaling

v  運⽤用保守
Bootstrap
Cloud  DI
Stack  Deployment
Server  Swapping
Monitoring  Integration
Web  Storage    Archive
Weighted  Transition
Hybrid  Backup

v  ネットワーク
On-‐‑‒Demand  NAT
Backnet
Functional  Firewall
Operational  Firewall
Multi  Load  Balancer
WAF  Proxy
Cloud  Hub



キャンペーンサイト
（Wordpress）編

シナリオ



今回のシナリオをご紹介する前に...

CDP  Eコマース編(EC-‐‑‒CUBE)

v 雲の写真を載せるブログサイト開始
v はじめは個⼈人的に開始
v 動画や過去画像集も公開し始める
v まさかの⼤大⼈人気
v まさかの海外展開
v 雲写真販売サイト開始
v まさかの商品⼤大ヒット



今回のシナリオ

v さらなる販促のため、まさかの
 　



本実装シナリオの狙い

v キャンペーンサイトをとりあげ、

 　を⾼高めるパターンを中⼼心にAWSを活⽤用
 　した実装⽅方法を解説



利利⽤用環境・ソフトウェア

v Wordpress  (3.3.1)

v Amazon  Linux  (32bit)

v Apache  (2.2.21)

v PHP  (5.3.8)

v MySQL  (5.1.52)



UPDATE!

v Amazon  Linux  (32bit)  →  64bit
v Small/Mediumインスタンスも64bitで利利⽤用
可能

v 64bitで構築しておけば4XLargeまでスケー
ルアップ可能

v MySQL  (5.1.52)  →  5.5.x
v RDSのデフォルトエンジンが5.5.25aに



利利⽤用するパターン（アクセスに応じて順次適⽤用）

v Clone  Server  パターン

v Scale  Out  パターン

v NFS  Sharing  パターン

v NFS  Replica  パターン

v Read  Replica  パターン

v URL  Rewriting  パターン

サーバのクローン

サーバ数の動的増減

共有コンテンツの利利⽤用

共有コンテンツの複製

頻度度の⾼高い読み込みの複製

静的コンテンツの退避



campaign.cloudesignpattern.org



キャンペーンサイト開設

v スモールスタート
v テータ転送量量などは気にしない
v とりあえずやってみる

v EC2は1インスタンスで運⽤用

v EIPをDNSに登録
v ELBは利利⽤用しない



Clone  Server  パターン

v サーバのクローン

v 現状のシステムを変更更
することなく容易易にス
ケールアウト

v マスターEC2がSPOF

v ファイルアップロード
などはマスターで



Clone  Server  パターン
v クローン⽤用AMIの作成

v rsync/MySQLの調整
v ELBによる負荷分散化



UPDATE!

2010年	

2011年、2012年	

周期的に利用	



Scale  Out  パターン

v サーバ数の動的増減

v ⼿手動/Auto  Scalingで
AMIから起動

v ELBの利利⽤用を前提

v 急なトラフィック増に
は対応しきれない



Scale  Out  パターン

v クローン⽤用AMIからスケールアウト



UPDATE!

ラージスタートという考え方	

EC2	  x4,	  RDS(4XLarge)	  →	  EC2	  x2,	  RDS(Large)	



NFS  Sharing  パターン

v 共有コンテンツの利利⽤用

v リアルタイムで共有コン
テンツを反映

v 共有コンテンツを頻繁に
変更更

v セットアップが容易易

v NFSサーバがSPOF



NFS  Sharing  パターン

v NFSでリアルタイム同期



UPDATE!

v NFSサーバをSTOP/STARTすると
Private  IPが変わってしまう  →  VPC
v VPCはPrivate  IPを固定できる

v SPOF
v Heartbeat/Pacemaker/DRBDの利利⽤用

v フェイルオーバーはNATインスタンスにしてルー
ティングの切切り替え…(AZをまたぐため)



NFS  Replica  パターン

v 共有コンテンツの複製

v NFS部分のパフォーマン
ス問題

v ローカルディスクにコン
テンツをコピー

v NFSサーバが落落ちていて
も読み取りは可



NFS  Replica  パターン

v 読み取りはローカルディスク

v 書き込みはNFS

v シンボリック
 　リンクで調整

v ローカルディスク
 　をRAIDで⾼高速化



UPDATE!

v EBSタイプのAMIでローカルディスクを
利利⽤用するのは⾯面倒  →  コンソールで可能に
v 今まではコマンドラインツールやSDKなどの
APIで利利⽤用可能に…

v EC2起動時に利利⽤用可能



Read  Replica  パターン

v 頻度度の⾼高い読み込みの
複製

v DBの読み取りクエリの負
荷分散

v データ解析⽤用途で利利⽤用す
ることも可能

v ⾮非同期レプリケーション



Read  Replica  パターン

v HyperDB(WordPressプラグイン)で読み
書きの分散

v RDS化

v パフォーマンスを
 　出すためにRDSは
 　EC2があるAZに
 　すべて寄せる場合も



UPDATE!

v RDSがフェイルオーバーしたらAZを戻すの
が⼤大変  →  ⼿手動フェイルオーバー
v RDSとEC2を同じAZにする必要がある場合

v ⾃自動バックアップを有効にしないとリードレ
プリカは作れない…
v Backup  Retaintion  Period  1以上(0でない)



URL  Rewriting  パターン

v 静的コンテンツの退避

v 静的コンテンツのアクセス
をS3/CloudFrontに

v mod_̲ext_̲filterやNginxで
URLの書き換え

v CloudFrontの場合はコン
テンツがキャッシュされる



URL  Rewriting  パターン

v S3に静的コンテンツを分散
v mod_̲ext_̲filterでコンテンツ中のURLを動的に書き
換え



UPDATE!

TVで紹介！	



UPDATE!

v mod_̲ext_̲filter  →  mod_̲sed
v Apache  2.4.x  の新機能(2.2.xでも使える)
v mod_̲ext_̲filter:  サーバプロセス外  →  遅い
v mod_̲sed:  サーバプロセス外  →  速い

v CloudFront  →  すべての⼊入り⼝口に
v 複数オリジン指定
v 動的コンテンツサポート



まとめ
Clone	  Server	

Scale	  Out	

NFS	  Sharing	

NFS	  Replica	

Read	  Replica	

URL	  RewriSng	



UPDATE!

負荷にあわせて柔軟にアーキテクチャを変更更す
ることが可能  →  CDPの適⽤用

EC2以外のプロダクトの利利⽤用とミドルウェアと
の組み合わせが重要  →  要件の本質を⾒見見抜く

AWSの進化とともにCDPも進化する必要があ
る  →  みんなでメンテナンス！(#awscdp)



v CDPでAWSをもっと楽しく



ご清聴ありがとうございました。

Logo  designed  by  ARCHETYP  Inc.
http://www.archetyp.jp/


