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Introduction
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、クラスターでコンテナの実行、停止、管理を簡単に
行うことのできる、高度にスケーラブルで高速なコンテナ管理サービスです。このガイドでは、運用上の
最も重要なベストプラクティスの多くを取り上げ、Amazon ECS ベースのアプリケーションの動作の基礎
となるコアトピックについても説明します。目標は、Amazon ECS ベースのアプリケーションの運用とト
ラブルシューティングに、具体的で実用的なアプローチを提供することです。

このガイドは定期的に改訂され、新しい Amazon ECS ベストプラクティスが組み込まれます。このガイド
の内容に関する質問やコメントがある場合は、GitHub リポジトリで問題を提起します。詳細については、
「」を参照してください。Amazon ECS ベストプラクティスガイドGitHub で。

• ベストプラクティス-ネットワーキング (p. 2)
• ベストプラクティス-Auto Scaling とキャパシティ管理 (p. 24)
• ベスト・プラクティス：永続ストレージ (p. 35)
• ベストプラクティス-セキュリティ (p. 46)
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インターネットへの接続

ベストプラクティス-ネットワーキン
グ

現代のアプリケーションは、通常、相互に通信する複数の分散コンポーネントから構築されています。た
とえば、モバイルアプリケーションまたは Web アプリケーションが API エンドポイントと通信し、API 
は、インターネット経由で通信する複数のマイクロサービスによって供給される可能性があります。

このガイドでは、アプリケーションのコンポーネントが安全かつスケーラブルな方法で相互に通信できる
ネットワークを構築するためのベストプラクティスを紹介します。

トピック
• インターネットへの接続 (p. 2)
• インターネットからのインバウンド接続の受信 (p. 5)
• ネットワークモードの選択 (p. 8)
• に接続するAWSVPC 内からのサービス (p. 15)
• VPC 内の Amazon ECS サービス間のネットワーキング (p. 18)
• ネットワークサービスAWSアカウントと VPC (p. 21)
• 最適化とトラブルシューティング (p. 21)

インターネットへの接続
ほとんどのコンテナ化されたアプリケーションには、インターネットへのアウトバウンドアクセスを必要
とするコンポーネントが少なくともいくつかあります。たとえば、モバイルアプリのバックエンドでは、
プッシュ通知へのアウトバウンドアクセスが必要です。

Amazon Virtual Private Cloud には、VPC とインターネット間の通信を容易にする主な方法が 2 つありま
す。

トピック
• パブリックサブネットとインターネットゲートウェイの使用 (p. 3)
• プライベートサブネットと NAT ゲートウェイの使用 (p. 4)
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パブリックサブネットとインターネットゲートウェイの使用

パブリックサブネットとインターネットゲートウェイ
の使用

インターネットゲートウェイへのルートを持つパブリックサブネットを使用することで、コンテナ化され
たアプリケーションは、パブリックサブネットの VPC 内のホストで実行できます。コンテナを実行する
ホストには、パブリック IP アドレスが割り当てられています。このパブリック IP アドレスは、インター
ネットからルーティングできます。詳細については、「」を参照してください。インターネットゲート
ウェイ()Amazon VPC ユーザーガイド。

このネットワークアーキテクチャにより、アプリケーションを実行するホストとインターネット上の他の
ホストとの間の直接通信が容易になります。通信は双方向です。つまり、インターネット上の他のホスト
へのアウトバウンド接続を確立できるだけでなく、インターネット上の他のホストもホストへの接続を試
行する可能性があります。したがって、セキュリティグループとファイアウォールのルールに細心の注意
を払う必要があります。これは、インターネット上の他のホストが、開きたくない接続を開くことができ
ないようにするためです。

たとえば、アプリケーションが Amazon EC2 で実行されている場合、SSH アクセス用のポート 22 が開
いていないことを確認します。そうしないと、インスタンスはインターネット上の悪意のあるボットから
一定の SSH 接続試行を受け取ることがあります。これらのボットは、パブリック IP アドレスを介してト
ロールします。オープンな SSH ポートが見つかったら、ブルートフォースパスワードをインスタンスにア

3

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html


Amazon Elastic Container Service 
のベストプラクティスガイド

プライベートサブネットと NAT ゲートウェイの使用

クセスしようとします。このため、多くの組織では、パブリックサブネットの使用が制限されており、プ
ライベートサブネット内にリソースの大部分を保有することを好みます。

ネットワークにパブリックサブネットを使用することは、大量の帯域幅を必要とするパブリックアプリ
ケーションまたは最小限のレイテンシーを必要とするパブリックアプリケーションに適しています。適用
可能なユースケースには、ビデオストリーミングおよびゲームサービスが含まれます。

このネットワークアプローチは、Amazon ECS を Amazon EC2 で使用する場合と、AWS Fargate。

• Amazon EC2 の使用 — パブリックサブネットで EC2 インスタンスを起動できます。Amazon ECS は、
これらの EC2 インスタンスをクラスター容量として使用します。インスタンスで実行されているコンテ
ナは、アウトバウンドネットワーキングのためにホストの基盤となるパブリック IP アドレスを使用でき
ます。これは、hostおよびbridgeネットワークモード。ただし、awsvpcネットワークモードでは、タ
スクの ENI にパブリック IP アドレスが付与されません。したがって、インターネットゲートウェイを
直接使用することはできません。

• Fargate の使用 — Amazon ECS サービスを作成するときに、サービスのネットワーク設定にパブリック
サブネットを指定し、パブリック IP アドレスの割り当てオプションが有効になっています。各 Fargate 
タスクはパブリックサブネットでネットワーク化され、インターネットと直接通信するための独自のパ
ブリック IP アドレスがあります。

プライベートサブネットと NAT ゲートウェイの使用

プライベートサブネットと NAT ゲートウェイを使用すると、プライベートサブネット内のホストでコンテ
ナー化されたアプリケーションを実行できます。そのため、このホストには VPC 内でルーティング可能
なプライベート IP アドレスがありますが、インターネットからはルーティングできません。つまり、VPC 
内の他のホストはプライベート IP アドレスを使用してホストに接続できますが、インターネット上の他の
ホストはホストへのインバウンド通信を行うことはできません。

プライベートサブネットでは、ネットワークアドレス変換 (NAT) ゲートウェイを使用して、プライベー
トサブネット内のホストからはインターネットに接続できる場合があります。インターネット上のホスト
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インターネットからのインバウンド接続の受信

は、パブリックサブネット内の NAT ゲートウェイのパブリック IP アドレスから送信されたと思われるイ
ンバウンド接続を受信します。NAT ゲートウェイは、インターネットとプライベート VPC の間のブリッ
ジとして機能します。この設定は、VPC がインターネット上の攻撃者による直接アクセスから保護されて
いるため、セキュリティ上の理由から好まれることがよくあります。詳細については、「」を参照してく
ださい。NAT ゲートウェイ()Amazon VPC ユーザーガイド。

このプライベートネットワークアプローチは、コンテナを直接外部アクセスから保護するシナリオに適し
ています。適用可能なシナリオには、支払い処理システムまたはユーザーデータとパスワードを格納する
コンテナが含まれます。アカウントで NAT ゲートウェイを作成して使用するには料金がかかります。NAT 
ゲートウェイの時間単位の使用料金とデータ処理料金も適用されます。冗長性のために、アベイラビリ
ティーゾーンごとに NAT ゲートウェイが必要です。このようにして、単一のアベイラビリティーゾーンの
可用性が失われても、アウトバウンド接続性が損なわれることはありません。このため、ワークロードが
小さい場合は、プライベートサブネットと NAT ゲートウェイを使用した方が費用対効果が高い場合があり
ます。

このネットワークアプローチは、Amazon ECS を Amazon EC2 で使用する場合と、AWS Fargate。

• Amazon EC2 の使用 — プライベートサブネットで EC2 インスタンスを起動できます。これらの EC2 
ホストで実行されるコンテナは、基盤となるホストのネットワークを使用し、アウトバウンドリクエス
トは NAT ゲートウェイを経由します。

• Fargate の使用 — Amazon ECS サービスを作成するときに、サービスのネットワーク設定にプライベー
トサブネットを指定し、パブリック IP アドレスの割り当てオプション。各 Fargate タスクは、プライ
ベートサブネットでホストされます。そのアウトバウンドトラフィックは、そのプライベートサブネッ
トに関連付けられた NAT ゲートウェイを介してルーティングされます。

インターネットからのインバウンド接続の受信
パブリックサービスを実行する場合は、インターネットからのインバウンドトラフィックを受け入れる必
要があります。たとえば、パブリック Web サイトは、ブラウザーからのインバウンド HTTP リクエスト
を受け入れる必要があります。この場合、インターネット上の他のホストも、アプリケーションのホスト
へのインバウンド接続を開始する必要があります。

この問題に対する 1 つのアプローチは、パブリック IP アドレスを持つパブリックサブネットにあるホスト
でコンテナを起動することです。ただし、大規模なアプリケーションにはお勧めしません。これらのため
に、より良いアプローチは、インターネットとアプリケーションの間に配置されるスケーラブルな入力レ
イヤーを持つことです。このアプローチでは、いずれかのAWSサービスを入力として指定します。

トピック
• Application Load Balancer (p. 5)
• Network Load Balancer (p. 6)
• Amazon API Gateway HTTP API (p. 7)

Application Load Balancer
Application Load Balancer は、アプリケーション Layer で機能します。これは、開放型システム間相互接
続 (OSI) モデルの第 7 層です。これにより、Application Load Balancer はパブリック HTTP サービスに適
しています。Web サイトまたは HTTP REST API を使用している場合、Application Load Balancer はこ
のワークロードに適したロードバランサーです。詳細については、「」を参照してください。Application 
Load Balancer とは()Application Load Balancer のユーザーガイド。
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Network Load Balancer

このアーキテクチャでは、パブリックサブネットにApplication Load Balancer を作成し、パブリックIP
アドレスを持ち、インターネットからのインバウンド接続を受信できるようにします。Application Load 
Balancer は、インバウンド接続、つまり具体的には HTTP 要求を受信すると、プライベート IP アドレス
を使用してアプリケーションへの接続を開きます。次に、内部接続を介して要求を転送します。

Application Load Balancer には以下の利点があります。

• SSL/TLS 終了 — Application Load Balancer は、クライアントとの通信のためのセキュアな HTTPS 通信
と証明書を維持できます。必要に応じて、ロードバランサーレベルで SSL 接続を終了できるため、独自
のアプリケーションで証明書を処理する必要がなくなります。

• 高度なルーティング — Application Load Balancer は、複数の DNS ホスト名を持つことができます。ま
た、ホスト名や要求のパスなどのメトリックに基づいて、着信 HTTP 要求をさまざまな宛先に送信する
高度なルーティング機能も備えています。つまり、単一のApplication Load Balancer を多くの異なる内
部サービス、またはREST APIの異なるパス上のマイクロサービスの入力として使用できます。

• gRPC のサポートと Web ソケット — Application Load Balancer は、HTTP だけではありません。ま
た、HTTP/2をサポートし、gRPC およびWebソケットベースのサービスを負荷分散することができま
す。

• セキュリティ — Application Load Balancer は、悪意のあるトラフィックからアプリケーションを保護
するのに役立ちます。HTTP 同期の緩和策などの機能が含まれ、AWS ウェブアプリケーションファイア
ウォール (AWS WAF).AWS WAFは、SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングなどの攻
撃パターンを含む可能性のある悪意のあるトラフィックをさらに除外できます。

Network Load Balancer
Network Load Balancer は、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルの第 4 層で機能します。HTTP 以
外のプロトコルや、エンドツーエンドの暗号化が必要なシナリオに適していますが、Application Load 
Balancer の HTTP 固有の機能はありません。したがって、Network Load Balancer は HTTP を使用しな
いアプリケーションに最適です。詳細については、「」を参照してください。Network Load Balancer と
は()Network Load Balancer のユーザーガイド。
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Amazon API Gateway HTTP API

Network Load Balancer は、入力として使用される場合、Application Load Balancer と同様に機能します。
これは、パブリックサブネットで作成され、インターネットからアクセスできるパブリック IP アドレスを
持っているためです。次に、Network Load Balancer は、コンテナを実行しているホストのプライベート 
IP アドレスへの接続を開き、パブリック側からプライベート側にパケットを送信します。

Network Load Balancer は、ネットワークスタックの下位レベルで動作するため、Application Load 
Balancer と同じ機能セットはありません。しかし、それは次の重要な機能を持っています。

• エンドツーエンドの暗号化 — Network Load Balancer は OSI モデルの第 4 層で動作するため、パケット
の内容を読み取ることはありません。このため、エンドツーエンドの暗号化を必要とする通信負荷分散
に適しています。

• TLS 暗号化 — エンドツーエンドの暗号化に加えて、Network Load Balancer は TLS 接続を終了するこ
ともできます。この方法では、バックエンドアプリケーションは独自の TLS を実装する必要はありませ
ん。

• UDP サポート — Network Load Balancer は OSI モデルの第 4 層で動作するため、非 HTTP ワークロー
ドや TCP 以外のプロトコルに適しています。

Amazon API Gateway HTTP API
Amazon API Gateway HTTP API は、リクエストボリュームが突然バーストしたり、リクエストボリュー
ムが少なくなったりする HTTP アプリケーションに適しています。詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon API Gateway とは何ですか?()API Gateway 開発者ガイド。
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Application Load Balancer とNetwork Load Balancer サの両方の料金モデルには、ロードバランサが着信
接続を受け入れるために常に利用できる状態を維持するための時間単価が含まれています。一方、API 
Gateway では、リクエストごとに個別に課金されます。これは、リクエストが入っていない場合、料金
が発生しないという効果があります。トラフィック負荷が高い場合、Application Load Balancer または
Network Load Balancer は、API Gateway よりも安いリクエストあたりの料金で、大量のリクエストを処
理できます。ただし、全体的なリクエスト数が少ない場合や、トラフィックの期間が少ない場合は、API 
Gateway を使用する累積料金は、使用率が低いロードバランサーを維持するために時間単位の料金を支払
うよりも費用対効果が高いはずです。

API Gateway 関数は、VPC リンクを使用してAWSマネージドサービスを使用して、プライベート IP アド
レスを使用して VPC のプライベートサブネット内のホストに接続できます。これらのプライベート IP ア
ドレスを検出するには、AWS Cloud MapAmazon ECS サービス検出によって管理されるサービス検出レ
コード。

API Gateway は、次の機能をサポートしています。

• SSL/TLS の終了
• 異なるバックエンドマイクロサービスへの異なるHTTPパスのルーティング

前述の機能に加えて、API Gateway は、API を不正使用から保護するために使用できるカスタム Lambda 
認証の使用もサポートしています。詳細については、「」を参照してください。フィールドノート: 
Amazon ECS および Amazon API Gateway を使用したサーバーレスコンテナベースの API。

ネットワークモードの選択
インバウンドとアウトバウンドのネットワーク接続を設計するために前述したアプローチは、AWSは、コ
ンテナ内にない場合でも同様です。でコンテナを実行するときAWSでは、別のレベルのネットワーキング
を検討する必要があります。コンテナーを使用する主な利点の 1 つは、複数のコンテナーを 1 つのホスト
にパックできることです。これを行うには、同じホストで実行されているコンテナーをネットワーク化す
る方法を選択する必要があります。次のオプションから選択できます。

トピック
• ホストモード (p. 9)
• ブリッジモード (p. 10)
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• AWSVPC モード (p. 12)

ホストモード
-hostネットワークモードは、Amazon ECS でサポートされる最も基本的なネットワークモードです。ホ
ストモードを使用すると、コンテナーのネットワークは、コンテナーを実行している基になるホストに直
接結び付けられます。

ポートでリッスンする Express アプリケーションで Node.js コンテナーを実行していることを前提として
います。3000上の図に示したものと同様です。どのようなときに使うかhostネットワークモードが使用
されている場合、コンテナは基になるホスト Amazon EC2 インスタンスの IP アドレスを使用してポート 
3000 でトラフィックを受信します。このモードの使用は推奨しません。

このネットワークモードを使用することには重大な欠点があります。各ホストで 1 つのタスクのインス
タンス化を 1 つ以上実行することはできません。これは、最初のタスクだけが Amazon EC2 インスタ
ンスの必要なポートにバインドできるためです。また、コンテナポートを再マップする方法はありませ
ん。hostネットワークモード。たとえば、アプリケーションが特定のポート番号でリッスンする必要があ
る場合、ポート番号を直接再マップすることはできません。代わりに、アプリケーションの構成を変更す
ることで、ポートの競合を管理する必要があります。

また、セキュリティ上の影響は、hostネットワークモード。このモードでは、コンテナーはホストになり
すまし、コンテナーはホスト上のプライベートループバックネットワークサービスに接続できます。

-hostネットワークモードは、Amazon EC2 インスタンスでホストされる Amazon ECS タスクでのみサ
ポートされます。Fargate で Amazon ECS を使用する場合はサポートされません。
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ブリッジモード
とbridgeモードでは、仮想ネットワークブリッジを使用して、ホストとコンテナーのネットワークの間に
レイヤーを作成します。これにより、ホストポートをコンテナポートに再マップするポートマッピングを
作成できます。マッピングは、静的または動的にすることができます。

スタティックポートマッピングでは、コンテナポートにマッピングするホストポートを明示的に定義でき
ます。上記の例を使用して、ポート80がポートにマップされている3000コンテナの。コンテナー化された
アプリケーションと通信するには、トラフィックをポート80を Amazon EC2 インスタンスの IP アドレス
に設定します。コンテナ化されたアプリケーションの観点からは、ポート3000。

トラフィックポートだけを変更する場合は、スタティックポートマッピングが適しています。しかし、こ
れはまだ使用するのと同じ欠点がありますhostネットワークモード。各ホストで 1 つのタスクのインスタ
ンス化を 1 つ以上実行することはできません。これは、静的ポートマッピングでは、単一のコンテナのみ
をポート 80 にマッピングできるためです。

この問題を解決するには、bridgeNetwork Mode と、次の図に示すように、動的ポートマッピングを使用
します。
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ポートマッピングでホストポートを指定しないと、Dockerに一時的なポート範囲からランダムな未使
用のポートを選択し、コンテナのパブリックホストポートとして割り当てることができます。たとえ
ば、Node.js アプリケーションは、ポート3000には、ランダムな高数のポートが割り当てられる可能性が
あります。47760」(Amazon EC2 ホスト) を選択します。これは、ホスト上でそのコンテナの複数のコ
ピーを実行できることを意味します。さらに、各コンテナには、ホスト上の独自のポートを割り当てるこ
とができます。コンテナの各コピーは、ポート3000。ただし、これらのコンテナにトラフィックを送信す
るクライアントは、ランダムに割り当てられたホストポートを使用します。

Amazon ECS は、タスクごとにランダムに割り当てられたポートを追跡するのに役立ちます。これは、
ロードバランサーのターゲットグループとAWS Cloud Mapサービス検出を使用して、タスク IP アドレス
とポートのリストを取得できます。このため、使用した Service が使いやすくなります。bridgeモードを
動的ポートで使用します。

しかし、使用することの1つの欠点bridgeネットワークモードは、サービスをサービス通信にロックダウ
ンするのが難しいことです。サービスはランダムな未使用のポートに割り当てられる可能性があるため、
ホスト間で幅広いポート範囲を開く必要があります。ただし、特定のサービスが 1 つの他の特定のサービ
スにのみ通信できるように、特定のルールを作成することは容易ではありません。サービスには、セキュ
リティグループのネットワークルールに使用する特定のポートはありません。

-bridgeネットワークモードは、Amazon EC2 インスタンスでホストされる Amazon ECS タスクでのみ
サポートされます。Fargate で Amazon ECS を使用する場合はサポートされません。
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AWSVPC モード
とawsvpcネットワークモードでは、Amazon ECS は各タスクの Elastic Network Interface（ENI）を作成
および管理し、各タスクが VPC 内で独自のプライベート IP アドレスを受け取ります。この ENI は、基盤
となるホスト ENI とは別です。Amazon EC2 インスタンスが複数のタスクを実行している場合、各タスク
の ENI も別々です。

前の例では、Amazon EC2 インスタンスが ENI に割り当てられています。ENI は、ホストレベルでネッ
トワーク通信に使用される EC2 インスタンスの IP アドレスを表します。各タスクには、対応する ENI と
プライベート IP アドレスもあります。各ENIは別々であるため、各コンテナはポートにバインドできま
す80タスクENIに。そのため、ポート番号を追跡する必要はありません。代わりに、トラフィックをポー
ト80タスクの IP アドレスで ENI を使用します。

使用することの利点awsvpcネットワークモードの主な目的は、各タスクにトラフィックを許可または拒否
する別個のセキュリティグループがあることです。つまり、タスクとサービス間の通信をより細かく制御
できる柔軟性が高まります。同じホストにある別のタスクからの着信トラフィックを拒否するようにタス
クを設定することもできます。

-awsvpcネットワークモードは、Amazon EC2 と Fargate の両方でホストされている Amazon ECS タス
クでサポートされています。Fargate を使用する場合、awsvpcネットワークモードが必要です。

を使用する場合awsvpcネットワークモードには、注意すべきいくつかの課題があります。

ENI トランキングによるタスク密度の向上
使用することの最大の欠点awsvpcネットワークモードは、Amazon EC2 インスタンスにアタッチできる 
ENI の数には制限があることです。これにより、各インスタンスに配置できるタスクの数が制限されま
す。Amazon ECS には、利用可能な ENI の数を増やしてタスク密度を高める ENI トランキング機能があ
ります。
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ENI トランキングを使用する場合、デフォルトで 2 つの ENI アタッチメントが使用されます。1 つ目は
インスタンスのプライマリ ENI で、どのホストレベルのプロセスにも使用されます。2 つ目は、Amazon 
ECS が作成するトランク ENI です。この機能は、特定の Amazon EC2 インスタンスタイプでのみサポー
トされています。

この例を考えてみましょう。ENI トランキングを使用しない場合、c5.largeインスタンスは、2 つのタス
クのみをホストできます。ただし、ENI トランキングでは、c5.largeインスタンスは、最大 10 個のタス
クをホストできます。各タスクには、異なる IP アドレスとセキュリティグループがあります。使用可能な
インスタンスタイプとその密度の詳細については、」サポートされている Amazon EC2 インスタンスタイ
プ()Amazon Elastic Container Service。

ENI トランキングは、レイテンシーや帯域幅に関してランタイムパフォーマンスに影響を与えません。た
だし、タスクの起動時間が長くなります。ENI トランキングが使用されている場合、タスクの起動時間に
依存するオートスケーリングルールおよびその他のワークロードが予想どおりに機能することを確認する
必要があります。

詳細については、「」を参照してください。Elastic Network Interface のトランキング()Amazon Elastic 
Container Service。

IP アドレス枯渇の防止
各タスクに個別の IP アドレスを割り当てることで、インフラストラクチャ全体を簡素化し、優れたレベル
のセキュリティを提供するセキュリティグループを維持できます。ただし、この設定は IP を使い果たす可
能性があります。

デフォルトの VPC はAWSアカウントには、事前プロビジョニングされたサブネットがあり、/20CIDR 
範囲。つまり、各サブネットには 4,091 個の使用可能な IP アドレスがあります。いくつかのIPアドレス
は、/20の範囲は AWS 固有の使用用に予約されています。この例を考えてみましょう。アプリケーショ
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ンは、高可用性のため、3 つのアベイラビリティーゾーンの 3 つのサブネットに分散されます。この場
合、3 つのサブネットで約 12,000 の IP アドレスを使用できます。

ENI トランキングを使用して、起動する各 Amazon EC2 インスタンスには 2 つの IP アドレスが必要で
す。1 つの IP アドレスがプライマリ ENI に使用され、もう 1 つの IP アドレスがトランク ENI に使用され
ます。インスタンス上の各 Amazon ECS タスクには、1 つの IP アドレスが必要です。非常に大きなワー
クロードを起動する場合は、使用可能な IP アドレスが不足する可能性があります。これにより、Amazon 
EC2 の起動に失敗したり、タスク起動に失敗したりする可能性があります。これらのエラーは、使用可能
な IP アドレスがない場合、ENI が VPC 内に IP アドレスを追加できないために発生します。

を使用する場合awsvpcネットワークモードでは、IP アドレスの要件を評価し、サブネットの CIDR 範囲
がニーズを満たしていることを確認する必要があります。小さなサブネットを持つ VPC をすでに使用し始
めており、アドレス空間が不足し始める場合は、セカンダリサブネットを追加できます。

ENI トランキングを使用することにより、Amazon VPC CNI は、ホストとは異なる IP アドレス空間で 
ENI を使用するように設定できます。これにより、Amazon EC2 ホストとタスクに、重複しない異なる IP 
アドレス範囲を指定できます。この例の図では、EC2 ホスト IP アドレスは、172.31.16.0/20IP 範囲。
ただし、ホストで実行されているタスクには、100.64.0.0/19範囲。2 つの独立した IP 範囲を使用する
ことにより、タスクの IP アドレスが多すぎて、インスタンス用に十分な IP アドレスを残さないことを心
配する必要はありません。

IPv6 デュアルスタックモードの使用
-awsvpcネットワークモードは、IPv6 デュアルスタックモード用に設定された VPC と互換性がありま
す。デュアルスタックモードを使用する VPC は、IPv4 または IPv6 あるいは両方を経由して通信できま
す。VPC 内の各サブネットには、IPv4 CIDR 範囲と IPv6 CIDR 範囲の両方を設定できます。詳細について
は、「」を参照してください。VPC の IP アドレス指定()Amazon VPC ユーザーガイド。

VPC およびサブネットの IPv4 を無効にして、IPv4 枯渇の問題に対処することはできません。ただ
し、IPv6 のサポートでは、いくつかの新機能、特にEgress-Only インターネットゲートウェイを使用でき
ます。Egress-Only インターネットゲートウェイを使用すると、タスクはパブリックにルーティング可能
な IPv6 アドレスを使用して、インターネットへのアウトバウンド接続を開始できます。ただし、Egress-
Only インターネットゲートウェイは、インターネットからの接続を許可していません。詳細については、
「」を参照してください。Egress-Only インターネットゲートウェイ()Amazon VPC ユーザーガイド。
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に接続するAWSサービス

に接続するAWSVPC 内からのサービス
Amazon ECS が正しく機能するためには、各ホストで実行される ECS コンテナエージェントが Amazon 
ECS コントロールプレーンと通信する必要があります。コンテナーイメージを Amazon ECR に保存する
場合、Amazon EC2 ホストは Amazon ECR サービスエンドポイントと、イメージレイヤーが格納されて
いる Amazon S3 と通信する必要があります。あなたが他のAWSサービス（DynamoDB に格納されている
データの永続化など）では、これらのサービスに必要なネットワークサポートも備えていることを確認し
ます。

トピック
• NAT ゲートウェイ (p. 15)
• AWS PrivateLink (p. 17)

NAT ゲートウェイ
NAT ゲートウェイを使用することは、Amazon ECS タスクが他のAWSのサービス。このアプローチの詳
細については、」プライベートサブネットと NAT ゲートウェイの使用 (p. 4)。
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このアプローチを使用する場合の欠点は、次のとおりです。

• NAT ゲートウェイが通信できる宛先を制限することはできません。また、VPC からのすべてのアウトバ
ウンド通信を中断することなく、バックエンドタイヤが通信できる宛先を制限することはできません。

• NAT ゲートウェイは、通過するデータの GB ごとに課金されます。NAT ゲートウェイを使用して 
Amazon S3 から大きなファイルをダウンロードする場合、または DynamoDB に対して大量のデー
タベースクエリを実行する場合、帯域幅の GB ごとに課金されます。さらに、NAT ゲートウェイは 5 
Gbps の帯域幅をサポートし、45 Gbps まで自動的に拡張します。単一の NAT ゲートウェイを介して
ルーティングする場合、非常に広い帯域幅接続を必要とするアプリケーションではネットワークの制約
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AWS PrivateLink

が発生する可能性があります。回避策として、ワークロードを複数のサブネットに分け、各サブネット
に独自の NAT ゲートウェイを割り当てることができます。

AWS PrivateLink
AWS PrivateLinkは、VPC 間のプライベート接続を提供します。AWSサービス、およびオンプレミスの
ネットワークをパブリックインターネットに公開することなく利用できます。

これを実現するために使用される技術の 1 つは、VPC エンドポイントです。VPC エンドポイント
は、VPC およびサポートされている VPC との間のプライベート接続を可能にします。AWSサービスおよ
び VPC エンドポイントサービスが含まれます。VPC と他のサービス間のトラフィックは、Amazon ネッ
トワークを離れることはありません。VPC エンドポイントは、インターネットゲートウェイ、仮想プライ
ベートゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、またはAWS Direct Connect接続。VPC の Amazon EC2 
インスタンスでは、サービスのリソースと通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。

次の図は、への通信方法を示しています。AWSサービスは、インターネットゲートウェイではなく 
VPC エンドポイントを使用している場合に機能します。AWS PrivateLinkはサブネットの内部に Elastic 
Network Interface (ENI) をプロビジョニングし、VPC ルーティングルールを使用して、ENI を介してサー
ビスホスト名への通信を宛先AWSサービス。このトラフィックでは、NAT ゲートウェイまたはインター
ネットゲートウェイを使用する必要がなくなりました。

Amazon ECS サービスで使用される一般的な VPC エンドポイントをいくつか次に示します。

• S3 Gateway VPC エンドポイント
• DynamoDB VPC エンドポイント
• Amazon ECS VPC エンドポイント
• Amazon ECR VPC エンドポイント

他多数AWSサービスは VPC エンドポイントをサポートしています。あなたがいずれかを重く使用する場
合AWSサービスでは、そのサービスに関する特定のドキュメントと、そのトラフィック用の VPC エンド
ポイントを作成する方法を調べる必要があります。
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VPC 内の Amazon ECS サービス間のネットワーキ
ング

VPC で Amazon ECS コンテナを使用すると、モノリシックアプリケーションを個別の部分に分割して、
安全な環境で個別にデプロイおよびスケーリングできます。ただし、VPC 内外のこれらのすべてのパーツ
が相互に通信できるようにするのは難しい場合があります。コミュニケーションを促進するためのいくつ
かのアプローチがあり、すべて異なる長所と短所があります。

サービス検出の使用
サービスからサービスへの通信の 1 つのアプローチは、サービス検出を使用した直接通信です。このアプ
ローチでは、AWS Cloud Mapサービス検出と Amazon ECS との統合。Amazon ECS は、サービス検出を
使用して、起動されたタスクのリストをAWS Cloud Mapは、その特定のサービスからの 1 つ以上のタス
クの内部 IP アドレスに解決される DNS ホスト名を維持します。Amazon VPC 内の他のサービスは、こ
の DNS ホスト名を使用して、内部 IP アドレスを使用して別のコンテナに直接トラフィックを送信できま
す。詳細については、「」を参照してください。サービスの検出()Amazon Elastic Container Service。

上の図には、3 つのサービスがあります。serviceAは 1 つのコンテナを持ち、serviceB。これには2つ
のコンテナがあります。serviceBも通信する必要がありますserviceCで、コンテナが1つあります。こ
れらの 3 つのすべてのサービスの各コンテナーは、AWS Cloud Mapを使用して、通信する必要のあるダウ
ンストリームサービスからコンテナーの内部 IP アドレスを検索します。

サービス間通信に対するこのアプローチは、低レイテンシーを提供します。一見すると、コンテナ間に余
分なコンポーネントがないので簡単です。トラフィックは、一方のコンテナから別のコンテナに直接移動
します。

このアプローチは、awsvpcネットワークモードを使用します。各タスクには固有の IP アドレスが割り
当てられます。ほとんどのソフトウェアは、DNSの使用のみをサポートしていますAレコード、IP アドレ
スに直接解決されます。を使用する場合awsvpcネットワークモードでは、各タスクの IP アドレスはAレ
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コード。ただし、使用している OSbridgeネットワークモードでは、複数のコンテナが同じ IP アドレス
を共有している可能性があります。さらに、動的ポートマッピングにより、コンテナーには、その単一の 
IP アドレス上のポート番号が無作為に割り当てられます。この時点で、Aレコードは、もはやサービス検
出のために十分ではありません。また、SRVレコード。このタイプのレコードは、IP アドレスとポート番
号の両方を追跡できますが、アプリケーションを適切に設定する必要があります。使用するビルド済みア
プリケーションの中には、SRVレコード。

のもう一つの利点awsvpcネットワークモードの主な目的は、サービスごとに固有のセキュリティグループ
があることです。このセキュリティグループを構成して、そのサービスと通信する必要がある特定のアッ
プストリームサービスからの着信接続のみを許可できます。

サービス検出を使用した直接サービス間通信の主な欠点は、再試行を行い、接続障害に対処するために余
分なロジックを実装する必要があることです。DNS レコードには、キャッシュされる時間を制御する有効
期限 (TTL) があります。DNS レコードが更新され、アプリケーションが最新バージョンの DNS レコード
を取得できるように、キャッシュの有効期限が切れるまでに時間がかかります。したがって、アプリケー
ションはDNSレコードを解決して、もはや存在しない別のコンテナを指す可能性があります。アプリケー
ションは再試行を処理し、不正なバックエンドを無視するロジックが必要です。

内部ロードバランサーの使用
サービス間通信に対するもう 1 つのアプローチは、内部ロードバランサーを使用することです。内部ロー
ドバランサーは完全に VPC 内に存在し、VPC 内のサービスにのみアクセスできます。

ロードバランサーは、冗長リソースを各サブネットにデプロイすることで、高可用性を維持します。とき
からのコンテナserviceAからコンテナと通信する必要がありますserviceBを選択すると、ロードバラン
サーへの接続が開きます。次に、ロードバランサーはservice B。ロードバランサーは、各サービス間の
すべての接続を管理するための一元として機能します。

コンテナがserviceBが停止した場合、ロードバランサーはそのコンテナをプールから削除できます。ま
た、ロードバランサーは、プール内の各ダウンストリームターゲットに対してヘルスチェックを行い、正
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常な状態になるまでプールから不正なターゲットを自動的に削除できます。アプリケーションは、下流の
コンテナが何個あるかを認識する必要はなくなりました。ロードバランサーへの接続を開きます。

このアプローチは、すべてのネットワークモードにとって有利です。ロードバランサーは、awsvpcネット
ワークモード、および IP アドレスとポートのより高度な組み合わせbridgeネットワークモード。複数の
コンテナが実際に同じ Amazon EC2 インスタンスで、異なるポートでホストされている場合でも、すべて
の IP アドレスとポートの組み合わせにトラフィックを均等に分散します。

このアプローチの1つの欠点はコストです。高可用性を実現するには、ロードバランサーが各アベイラビリ
ティーゾーンにリソースを持っている必要があります。これにより、ロードバランサーの支払いオーバー
ヘッドと、ロードバランサーを通過するトラフィックの量のために、余分なコストが追加されます。

ただし、複数のサービスが 1 つのロードバランサを共有することで、オーバーヘッドコストを削減できま
す。これは、Application Load Balancer を使用する REST サービスに特に適しています。トラフィックを
別々のサービスにルーティングするパスベースのルーティングルールを作成できます。例:/api/user/
*の一部であるコンテナにルーティングする可能性があるuserサービスですが、/api/order/*は、関連
するorderサービス。このアプローチでは、1 つのApplication Load Balancer に対してのみお支払いいた
だけ、API に対して一貫した URL が 1 つあります。ただし、トラフィックをバックエンドのさまざまなマ
イクロサービスに分割することはできます。

サービスメッシュの使用
AWS App Meshは、多数のサービスを管理し、サービス間でトラフィックをルーティングする方法をより
適切に制御できるサービスメッシュです。App Mesh は、基本的なサービス検出と負荷分散の中間として
機能します。App Mesh では、アプリケーションは直接相互にやり取りしませんが、集中型のロードバラ
ンサーも使用しません。代わりに、タスクの各コピーには、Envoyプロキシサイドカーが付いています。
詳細については、AWS App Mesh ユーザーガイドの「AWS App Mesh とは?」を参照してください。

上の図では、タスクごとに Envoy Proxy サイドカーがあります。このサイドカーは、タスクのすべてのイ
ンバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックのプロキシ処理を担当します。App Mesh コント
ロールプレーンは、AWS Cloud Mapを使用して、利用可能なサービスのリストと特定のタスクの IP アド
レスを取得します。その後、App MeshはEnvoyプロキシサイドカーに設定を配信します。この設定には、
に接続できる使用可能なコンテナのリストが含まれます。Envoy プロキシサイドカーは、各ターゲットに
対してヘルスチェックを行い、ターゲットが利用可能であることを確認します。
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このアプローチは、マネージドロードバランサーの使いやすさとともに、サービス検出の機能を提供しま
す。アプリケーションは、Envoy プロキシサイドカーがその負荷分散を処理するため、コード内に負荷分
散ロジックを実装しません。Envoy プロキシは、失敗を検出し、失敗した要求を再試行するように設定で
きます。さらに、MTL を使用して転送中のトラフィックを暗号化し、アプリケーションが検証された宛先
に通信するように構成することもできます。

Envoy Proxy とロードバランサーの間にはいくつかの違いがあります。つまり、Envoyプロキシを使用す
ると、独自のEnvoyプロキシサイドカーを展開して管理する責任があります。Envoy プロキシサイドカー
は、Amazon ECS タスクに割り当てた CPU とメモリの一部を使用します。これにより、タスクリソース
の消費に多少のオーバーヘッドが追加され、必要に応じてプロキシを維持および更新するための追加の運
用ワークロードが追加されます。

App Mesh と Envoy プロキシにより、タスク間の待ち時間が非常に短くなります。これは、Envoy プロキ
シが各タスクにコロケーションされるためです。Envoy プロキシと別の Envoy プロキシの間で、ネット
ワークジャンプをインスタンス化するインスタンスは 1 つだけです。つまり、ロードバランサーを使用す
る場合と比べて、ネットワークのオーバーヘッドも少なくなります。ロードバランサを使用する場合、2 
つのネットワークジャンプがあります。1 つ目はアップストリームタスクからロードバランサーへのタス
クで、2 つ目はロードバランサーからダウンストリームタスクへのタスクです。

ネットワークサービスAWSアカウントと VPC
複数のチームや部門を持つ組織の一部である場合は、共有されたAWSアカウントまたは複数の VPC に関
連付けられているAWSアカウント。どの方法でサービスをデプロイしても、VPC 間のトラフィックのルー
ティングに役立つように、ネットワークコンポーネントを補完することをお勧めします。このために、い
くつかのAWSサービスは、既存のネットワークコンポーネントを補完するために使用できます。

• AWS Transit Gateway — まずこのネットワーキングサービスを検討してください。このサービス
は、Amazon VPC 間の接続をルーティングするための中央ハブとして機能します。AWSアカウント、
およびオンプレミスネットワークで利用できます。詳細については、「」を参照してください。トラン
ジットゲートウェイとは()Amazon VPC トランジットゲートウェイガイド。

• Amazon VPC と VPN のサポート — このサービスを使用して、オンプレミスネットワークを VPC に
接続するためのサイト間 VPN 接続を作成できます。詳細については、「」を参照してください。とは
AWS Site-to-Site VPN?()AWS Site-to-Site VPNユーザーガイド。

• Amazon VPC — Amazon VPC ピアリングを使用すると、同じアカウント内または複数のアカウン
ト間で複数の VPC を接続できます。詳細については、「」を参照してください。VPC ピア機能と
は()Amazon VPC ピア機能ガイド。

• 共有 VPC — VPC サブネットと VPC サブネットを複数のAWSアカウント。詳細については、「」を参
照してください。共有 VPC の使用()Amazon VPC ユーザーガイド。

最適化とトラブルシューティング
次のサービスと機能は、ネットワークおよびサービスの構成に関する洞察を得るのに役立ちます。この情
報を使用して、ネットワークの問題のトラブルシューティングを行い、サービスを最適化することができ
ます。

CloudWatch コンテナの洞察
CloudWatch Container Insights は、コンテナ化されたアプリケーションとマイクロサービスのメトリクス
とログを収集、集計、要約します。メトリクスには、CPU、メモリ、ディスク、ネットワークなどのリ
ソース使用率が含まれます。CloudWatch 自動ダッシュボードで利用できます。詳細については、「」を
参照してください。Amazon ECS でのコンテナインサイトの設定()Amazon CloudWatch ユーザーガイド。
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AWS X-Ray
AWS X-Rayは、アプリケーションが行うネットワーク要求に関する情報を収集するために使用できるト
レースサービスです。SDK を使用して、アプリケーションを計測し、サービス間、およびサービス間のト
ラフィックのタイミングと応答コードをキャプチャできます。AWSサービスエンドポイントです。詳細に
ついては、「」を参照してください。とはAWS X-Ray()AWS X-Ray開発者ガイド。

また、探索することができますAWS X-Rayサービスが相互にネットワークする方法のグラフ。または、
それらを使用して、各サービス間リンクの実行方法に関する集約統計情報を調べます。最後に、特定のト
ランザクションについて深く掘り下げて、ネットワークコールを表すセグメントがその特定のトランザク
ションにどのように関連付けられているかを確認できます。
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これらの機能を使用して、ネットワークのボトルネックがあるかどうか、またはネットワーク内の特定の
サービスが期待どおりに動作していないかどうかを識別できます。

VPC フローログ
Amazon VPC フローログを使用して、ネットワークのパフォーマンスを分析し、接続の問題をデバッグで
きます。VPC フローログを有効にすると、VPC 内のすべての接続のログをキャプチャできます。これに
は、Elastic Load Balancing、Amazon RDS、NAT ゲートウェイ、およびその他のキーに関連付けられた
ネットワークインターフェイスへの接続が含まれます。AWSサービスを使用する可能性があります。詳細
については、「」を参照してください。VPC フローログ()Amazon VPC ユーザーガイド。

ネットワーク調整のヒント
ネットワークを改善するために、微調整できる設定がいくつかあります。

ファイルUlimit
アプリケーションのトラフィックが多く、多くの同時接続を処理することが予想される場合は、許可され
るファイル数のシステムクォータを考慮する必要があります。多数のネットワークソケットが開いてい
る場合は、それぞれをファイル記述子で表す必要があります。ファイル記述子のクォータが低すぎると、
ネットワークソケットが制限されます。これにより、接続に失敗するか、エラーが発生します。Amazon 
ECS タスク定義内のファイル数のコンテナ固有のクォータを更新できます。Amazon EC2 で実行している
場合 (AWS Fargateを参照)、基盤となる Amazon EC2 インスタンスでこれらのクォータを調整する必要が
ある場合もあります。

sysctl net
調整可能な設定の別のカテゴリは、sysctlnet 設定。選択した Linux ディストリビューションの特定の設
定を参照する必要があります。これらの設定の多くは、読み取りバッファと書き込みバッファのサイズを
調整します。これは、多数のコンテナを持つ大規模な Amazon EC2 インスタンスを実行するときに役立つ
場合があります。
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ベストプラクティス-Auto Scaling と
キャパシティ管理

Amazon ECS は、あらゆるサイズのコンテナ化されたアプリケーションワークロードを実行するために使
用されます。これには、最小限のテスト環境と、グローバル規模で動作する大規模な本番環境の両方が含
まれます。

Amazon ECS では、すべてのAWSサービスは、お客様が利用された分のみのお支払いとなります。適切に
設計されると、アプリケーションが必要なときに必要なリソースのみを消費することで、コストを節約で
きます。このベストプラクティスガイドでは、費用対効果の高い方法で運用しながら、サービスレベルの
目標を満たす方法で Amazon ECS ワークロードを実行する方法について説明します。

トピック
• タスクサイズの決定 (p. 24)
• サービスの Auto Scaling の設定 (p. 25)
• 容量と可用性 (p. 29)
• クラスター容量 (p. 31)
• Fargate タスクサイズの選択 (p. 32)
• Amazon EC2 インスタンスタイプの選択 (p. 32)
• Amazon EC2 スポットと FARGATE_SPOT の使用 (p. 33)

タスクサイズの決定
Amazon ECS にコンテナをデプロイするときに行うべき最も重要な選択肢の 1 つは、コンテナとタ
スクのサイズです。コンテナとタスクのサイズは、スケーリングおよびキャパシティ計画に不可欠で
す。Amazon ECS では、キャパシティには 2 つのリソースメトリックスが使用されます。CPU とメモ
リ。CPU は、完全な vCPU の 1/1024 単位で測定されます（1024 単位は 1 vCPU 全体に相当します）。
メモリはメガバイト単位で測定されます。タスク定義では、リソースの予約と制限を宣言できます。

予約を宣言すると、タスクに必要なリソースの最小量が宣言されます。タスクは少なくとも要求されたリ
ソース量を受け取ります。アプリケーションは、宣言した予約よりも多くの CPU またはメモリを使用で
きる場合があります。ただし、これはあなたも宣言した制限の対象となります。予約金額以上のものを
使用することは、バーストと呼ばれます。Amazon ECSでは、予約が保証されます。たとえば、Amazon 
EC2 インスタンスを使用して容量を提供する場合、Amazon ECS は、予約が履行できないインスタンスに
タスクを配置しません。

制限とは、コンテナまたはタスクが使用できる CPU ユニットまたはメモリの最大量です。この imit より
も多くの CPU を使用しようとすると、スロットリングが発生します。より多くのメモリを使用しようと
すると、コンテナが停止します。

これらの値を選択することは困難な場合があります。これは、アプリケーションに最も適した値は、アプ
リケーションのリソース要件に大きく依存するためです。アプリケーションの負荷テストは、リソース要
件の計画を成功させ、アプリケーションの要件をよりよく理解するための鍵です。

ステートレスアプリケーション
ロードバランサーの背後にあるアプリケーションなど、水平方向に拡張するステートレスアプリケーショ
ンの場合は、アプリケーションがリクエストを処理するときに消費するメモリ量を最初に決定すること
をお勧めします。これを行うには、次のような従来のツールを使用できます。psまたはtop、または 
CloudWatch コンテナーインサイトなどのモニタリングソリューションを利用できます。
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CPU 予約を決定するときは、ビジネス要件を満たすようにアプリケーションを拡張する方法を検討してく
ださい。256 CPU ユニット（または 1/4 vCPU）など、小さな CPU 予約を使用して、コストを最小限に抑
えるきめ細かい方法でスケールアウトできます。しかし、需要の大幅な急増に対応できるほど速く拡張で
きない可能性があります。大きな CPU 予約を使用すると、より迅速にスケールインおよびスケールアウ
トできるため、需要の急増をより迅速に満たすことができます。ただし、CPU 予約が大きいほど、コスト
が高くなります。

その他のアプリケーション
シングルトンワーカーやデータベースサーバーなど、水平方向に拡張できないアプリケーションでは、
使用可能な容量とコストが最も重要な考慮事項となります。サービスレベルの目標を満たすためにトラ
フィックを処理する必要があることを示すロードテストに基づいて、メモリと CPU の容量を選択する必
要があります。Amazon ECS は、アプリケーションが適切な容量を持つホストに配置されるようにしま
す。

サービスの Auto Scaling の設定
Amazon ECS サービスは、管理されたタスクのコレクションです。各サービスには、関連付けられたタス
ク定義、必要なタスク数、およびオプションの配置戦略があります。Amazon ECS サービス Auto Scaling 
は、Application Auto Scaling サービスを通じて実装されます。Application Auto Scaling は、CloudWatch 
メトリックスをスケーリングメトリックスのソースとして使用します。また、CloudWatch アラームを使
用して、サービスをスケールインまたはスケールアウトするタイミングでしきい値を設定します。スケー
リングのためのしきい値を指定するには、メトリックスターゲット（ターゲット追跡スケーリングすると
呼ばれる閾値を指定するか、ステップスケーリングする。Application Auto Scaling が設定されると、サー
ビスに必要な適切なタスクカウントが継続的に計算されます。また、スケールアウトまたはスケールイン
によって、目的のタスク数が変更されるタイミングを Amazon ECS に通知します。

サービス Auto Scaling を効果的に使用するには、適切なスケーリングメトリックスを選択する必要があり
ます。以下のセクションでは、メトリックスの選択方法について説明します。

アプリケーションの特性評価
アプリケーションを適切にスケーリングするには、アプリケーションをスケールインする条件とスケール
アウトする条件を知る必要があります。本質的に、需要が容量を上回ると予測される場合は、アプリケー
ションをスケールアウトする必要があります。逆に、アプリケーションを拡張して、リソースが需要を超
えた場合にコストを節約できます。

使用率メトリックの識別
効果的に拡張するには、使用率または飽和度を示す指標を特定することが重要です。このメトリックは、
スケーリングに役立つ次のプロパティを示す必要があります。

• メトリックは需要と相関する必要があります。リソースが安定しているものの、需要が変化する場合
は、メトリック値も変更する必要があります。このメトリックは、需要が増加または減少したときに増
減する必要があります。

• メトリック値は、容量に比例してスケーリングする必要があります。需要が一定である場合、より多く
のリソースを追加すると、メトリック値が比例して変化する必要があります。したがって、タスクの数
を 2 倍にすると、指標が 50% 減少します。

使用率メトリックを識別する最善の方法は、ステージング環境などの運用前の環境での負荷テストです。
商用およびオープンソースの負荷テストソリューションは広く利用可能です。これらのソリューションは
通常、合成負荷を生成するか、実際のユーザートラフィックをシミュレートすることができます。
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負荷テストのプロセスを開始するには、まずアプリケーションの使用率メトリックのダッシュボードを
構築する必要があります。これらのメトリックには、CPU 使用率、メモリ使用率、I/O 操作、I/O キュー
の深さ、ネットワークスループットが含まれます。これらのメトリックスは、CloudWatch コンテナイン
サイトなどのサービスを使用して収集できます。または、Prometheus の Amazon マネージドサービスと 
Grafana の Amazon マネージドサービスを使用して行います。このプロセスでは、アプリケーションの応
答時間または作業完了率の指標を収集してプロットしてください。

負荷テストを行う場合は、小さな要求またはジョブの挿入率から始めます。アプリケーションがウォーム
アップできるように、このレートを数分間一定に保ちます。その後、ゆっくりと速度を上げて、数分間安
定した状態にします。このサイクルを繰り返し、アプリケーションの応答時間または完了時間が遅くなり
すぎてサービスレベル目標（SLO）を満たさないまで、毎回速度を上げます。

負荷テスト中に、各使用率メトリックを調べます。負荷とともに増加するメトリックは、最適な使用率メ
トリックとして機能する上位候補です。

次に、飽和状態に達するリソースを特定します。同時に、使用率メトリックも調べて、最初に高いレベル
でどのメトリックが平坦化されているかを確認します。または、ピークに達し、最初にアプリケーション
をクラッシュさせるかを調べます。たとえば、負荷を追加するときにCPU使用率が 0% から70-80% に増
加した場合、負荷がさらに追加されてもそのレベルにとどまる場合は、CPUが飽和していると言っても安
全です。CPUアーキテクチャによっては、100％に達しない場合があります。たとえば、負荷を追加する
とメモリ使用率が増加し、アプリケーションがタスクまたは Amazon EC2 インスタンスのメモリ制限に達
するとアプリケーションが突然クラッシュするとします。このような状況では、メモリが完全に消費され
ている可能性があります。アプリケーションによって複数のリソースが消費されることがあります。した
がって、最初に枯渇するリソースを表すメトリックを選択します。

最後に、タスクまたは Amazon EC2 インスタンスの数を 2 倍にした後、ロードテストを再試行してくださ
い。主要指標が、前と同じ半分の割合で増加または減少すると仮定します。この場合、メトリックは容量
に比例します。これは、Auto Scaling に適した使用率メトリックスです。

今、この仮想的なシナリオを考えてみましょう。アプリケーションをロードテストし、CPU 使用率が最終
的に 1 秒あたり 100 リクエストで 80% に達するとします。より多くの負荷が追加されると、CPU使用率
はそれ以上上昇しません。ただし、アプリケーションの応答が遅くなります。次に、負荷テストを再度実
行し、タスクの数を 2 倍にしますが、レートを以前のピーク値で保持します。平均 CPU 使用率が約 40% 
に落ちると、平均 CPU 使用率がスケーリングメトリックの候補として適しています。一方、タスク数を
増やしても CPU 使用率が 80% にとどまる場合、平均 CPU 使用率は適切なスケーリングメトリックでは
ありません。その場合、適切な指標を見つけるためにはより多くの研究が必要です。

一般的なアプリケーションモデルとスケーリングプロパティ
すべての種類のソフトウェアはAWS。多くのワークロードは自社開発ですが、他のワークロードは一般
的なオープンソースソフトウェアに基づいています。その起源にかかわらず、サービスの一般的な設計パ
ターンがいくつか確認されています。効果的に拡大/縮小する方法は、パターンに大きく依存します。

効率的な CPU バインドサーバー

効率的な CPU バインドされたサーバーは、CPU とネットワークのスループット以外のリソースをほと
んど利用しません。各要求は、アプリケーションだけで処理できます。要求は、データベースなどの他の
サービスに依存しません。アプリケーションは何十万もの同時要求を処理でき、複数の CPU を効率的に
利用して処理できます。各要求は、メモリオーバーヘッドが低い専用スレッドによって処理されるか、要
求を処理する各 CPU 上で実行される非同期イベントループがあります。アプリケーションの各レプリカ
は、同様に要求を処理することができます。CPU の前に枯渇する可能性のある唯一のリソースは、ネット
ワーク帯域幅です。CPU バウンドサービスでは、ピーク時のスループットであっても、メモリ使用率は、
使用可能なリソースのほんの一部です。

このタイプのアプリケーションは、CPU ベースの Auto Scaling に適しています。アプリケーションは、
スケーリングの面で最大の柔軟性を持っています。これは、より大きな Amazon EC2 インスタンスまた
は Fargate vCPUs を提供することで、垂直方向にスケーリングできます。また、レプリカを追加すること
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で、水平方向にスケーリングすることもできます。レプリカを追加したり、インスタンスサイズを 2 倍に
したりすると、CPU の平均使用率が容量に対して半分に削減されます。

このアプリケーションに Amazon EC2 キャパシティを使用している場合は、コンピューティング最適化イ
ンスタンス (c5またはc6g家族。

効率的なメモリバインドサーバー

効率的なメモリバインドサーバーは、要求ごとにかなりの量のメモリを割り当てます。最大同時実行性
（必ずしもスループットではない）では、CPU リソースが枯渇する前にメモリが枯渇します。要求に関連
付けられたメモリは、要求が終了すると解放されます。使用可能なメモリがある限り、追加の要求を受け
入れることができます。

このタイプのアプリケーションは、メモリベースの Auto Scaling に適しています。アプリケーションは、
スケーリングの面で最大の柔軟性を持っています。大きな Amazon EC2 または Fargate メモリリソース
を提供することで、垂直方向にスケーリングできます。また、レプリカを追加することで、水平方向にス
ケーリングすることもできます。レプリカを追加したり、インスタンスサイズを 2 倍にしたりすると、容
量に対する平均メモリ使用率が半分に削減されます。

このアプリケーションに Amazon EC2 容量を使用している場合は、メモリに最適化されたインスタンス 
(r5またはr6g家族。

メモリにバインドされたアプリケーションの中には、要求が終了したときに要求に関連付けられたメモリ
を解放しないものがあります。そのため、同時実行性の低下によって使用されるメモリが減少することは
ありません。このため、メモリベースのスケーリングを使用することは推奨されません。

ワーカーベースのサーバー

ワーカーベースのサーバーは、個々のワーカースレッドごとに 1 つの要求を次々に処理します。ワーカー
スレッドは、POSIX スレッドなどの軽量スレッドにすることができます。また、UNIX プロセスなど、よ
り重いスレッドでもかまいません。どのスレッドであっても、アプリケーションがサポートできる最大
の同時実行性は常にあります。通常、同時実行制限は、使用可能なメモリリソースに比例して設定されま
す。同時実行性の制限に達すると、追加の要求はバックログキューに入れられます。バックログキューが
オーバーフローすると、追加の着信要求はすぐに拒否されます。このパターンに適合する一般的なアプリ
ケーションには、Apache Web サーバと Gunicorn があります。

通常、リクエストの同時実行性は、このアプリケーションをスケーリングするのに最適なメトリックで
す。各レプリカには同時実行性の制限があるため、平均制限に達する前にスケールアウトすることが重要
です。

リクエストの同時実行メトリックスを取得する最善の方法は、アプリケーションに CloudWatch にレポー
トしてもらうことです。アプリケーションの各レプリカは、同時リクエスト数をカスタムメトリックとし
て高頻度で公開できます。頻度は 1 分に 1 回以上設定することをお勧めします。複数のレポートが収集さ
れた後、平均同時実行をスケーリング指標として使用できます。このメトリックは、合計同時実行性を取
得し、レプリカ数で割って計算されます。たとえば、合計同時実行数が 1000 で、レプリカ数が 10 の場
合、平均同時実行数は 100 になります。

アプリケーションがApplication Load Balancer の背後にある場合は、ActiveConnectionCountメトリッ
クスを、スケーリングメトリックスの要素として使用します。-ActiveConnectionCountメトリックを
レプリカの数で除算して、平均値を取得する必要があります。平均値は、生のカウント値ではなく、ス
ケーリングに使用する必要があります。

この設計が最適に機能するためには、低要求レートで応答待ち時間の標準偏差を小さくする必要がありま
す。需要の少ない期間には、ほとんどのリクエストが短期間で回答され、応答に平均時間よりも大幅に時
間がかかるリクエストはあまり多くないことをお勧めします。平均応答時間は、95百分位数の応答時間に
近づける必要があります。そうしないと、結果としてキューのオーバーフローが発生する可能性がありま
す。これはエラーにつながります。オーバーフローのリスクを軽減するために、必要に応じて追加のレプ
リカを提供することをお勧めします。

27



Amazon Elastic Container Service 
のベストプラクティスガイド
アプリケーションの特性評価

待機しているサーバー

待機中のサーバーは、各要求に対して何らかの処理を行いますが、機能するのは 1 つ以上のダウンスト
リームサービスに大きく依存します。コンテナアプリケーションは、データベースやその他の API サー
ビスなどのダウンストリームサービスを頻繁に使用します。これらのサービスが応答するには、特に大容
量または高同時実行のシナリオでは、時間がかかる場合があります。これは、これらのアプリケーション
は、使用可能なメモリの観点から CPU リソースと最大同時実行数をほとんど使用しない傾向があるため
です。

待機サービスは、アプリケーションの設計方法に応じて、メモリバインドサーバーパターンまたはワー
カーベースのサーバーパターンのいずれかに適しています。アプリケーションの同時実行性がメモリに
よってのみ制限されている場合は、平均メモリ使用率をスケーリングメトリックとして使用する必要があ
ります。アプリケーションの同時実行がワーカー制限に基づいている場合は、平均同時実行をスケーリン
グ指標として使用する必要があります。

Java ベースのサーバー

Java ベースのサーバーが CPU にバインドされ、CPU リソースに比例してスケーリングされている場合
は、効率的な CPU にバインドされたサーバーパターンに適している可能性があります。その場合は、平
均 CPU 使用率がスケーリングメトリックとして適切である可能性があります。しかし、多くのJavaアプ
リケーションはCPUに縛られていないため、スケーリングが困難です。

最高のパフォーマンスを得るには、できるだけ多くのメモリを Java Virtual Machine (JVM) ヒープに割り
当てることをお勧めします。Java 8 update 191 以降を含む JVM の最近のバージョンでは、コンテナ内に
収まるようにヒープサイズが自動的に設定されます。つまり、Java では、メモリ使用率がアプリケーショ
ンの使用率に比例することはほとんどありません。要求レートおよび同時実行性が増加しても、メモリ使
用率は一定です。このため、メモリ使用率に基づいて Java ベースのサーバーをスケーリングすることは
お勧めしません。代わりに、通常、CPU 使用率のスケーリングをお勧めします。

場合によっては、Java ベースのサーバーが CPU を使い果たす前にヒープを使い果たします。アプリケー
ションが高い同時実行性でヒープを使い果たしやすい場合、平均接続は最適なスケーリング指標です。ア
プリケーションがハイスループットでヒープを使い果たしやすい場合、平均リクエストレートが最適なス
ケーリング指標になります。

他のガベージ・コレクション・ランタイムを使用するサーバー

多くのサーバーアプリケーションは、.NET や Ruby などのガベージコレクションを実行するランタイムに
基づいています。これらのサーバーアプリケーションは、前述のパターンのいずれかに適合する可能性が
あります。ただし、Java の場合と同様に、これらのアプリケーションをメモリに基づいてスケーリングす
ることはお勧めしません。これは、平均メモリ使用率がスループットや同時実行性と相関しないことが多
いためです。

これらのアプリケーションでは、アプリケーションが CPU にバインドされている場合は、CPU 使用率
をスケーリングすることをお勧めします。それ以外の場合は、負荷テストの結果に基づいて、平均スルー
プットまたは平均同時実行に基づいてスケーリングすることをお勧めします。

Job プロセッサ

多くのワークロードは、非同期ジョブ処理を伴います。これらのアプリケーションには、リクエストをリ
アルタイムで受信せず、ジョブを受信するためにワークキューにサブスクライブするアプリケーションが
含まれます。これらのタイプのアプリケーションでは、適切なスケーリングメトリックは、ほとんどの場
合、キューの深さです。キューの増加は、保留中の作業が処理能力を上回っていることを示しますが、空
のキューは作業よりも多くの容量があることを示します。

AWSメッセージングサービス（Amazon SQS や Amazon Kinesis Data Streams など）は、スケーリン
グに使用できる CloudWatch メトリックスを提供します。Amazon SQS については、以下のとおりで
す。ApproximateNumberOfMessagesVisibleが最適な指標です。Kinesis Data Streams について
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は、MillisBehindLatestKinesis クライアントライブラリ (KCL) によって発行されたメトリクス。この
メトリックは、スケーリングに使用する前に、すべてのコンシューマーで平均化する必要があります。

容量と可用性
アプリケーションの可用性は、エラーのないエクスペリエンスを提供し、アプリケーションのレイテン
シーを最小限に抑えるために非常に重要です。可用性は、アクセス可能で、需要を満たすのに十分な容量
を持つリソースがあるかどうかに依存します。AWSには、可用性を管理するためのメカニズムがいくつ
か用意されています。Amazon ECS でホストされるアプリケーションでは、Auto Scaling とアベイラビリ
ティーゾーン (AZ) が含まれます。Auto Scaling は、定義したメトリックスに基づいてタスクまたはイン
スタンスの数を管理します。一方、アベイラビリティーゾーンでは、孤立した地理的に近い場所でアプリ
ケーションをホストできます。

タスク・サイズと同様に、容量と可用性には、考慮する必要がある特定のトレードオフがあります。理想
的には、容量は需要と完全に一致します。低レイテンシーやエラー率など、サービスレベル目標（SLO）
を満たすために要求を処理し、ジョブを処理するのに十分な容量が常にあります。容量が大きすぎること
は決してなく、過剰なコストにつながります。また、容量が小さすぎることも、レイテンシーやエラー率
が高くなることもありません。

自動スケーリングは潜在的なプロセスです。まず、リアルタイムメトリックスを CloudWatch に配信する
必要があります。次に、分析のために集計する必要があります。これは、メトリックの粒度によっては数
分かかる場合があります。CloudWatch は、メトリックスをアラームのしきい値と比較し、リソースの不
足または超過を特定します。不安定性を防ぐために、アラームがオフになる前に、設定されたしきい値を
数分間超えるようにアラームを設定します。また、新しいタスクのプロビジョニングや、不要になったタ
スクの終了にも時間がかかります。

説明されているシステムではこのような遅延が発生する可能性があるため、オーバープロビジョニングに
よってヘッドルームを維持することが重要です。これにより、短期間の需要の急増に対応できます。これ
は、アプリケーションが飽和状態に達することなく追加の要求を処理するのにも役立ちます。良いプラク
ティスとして、スケーリングターゲットを使用率の 60 ～ 80% の間で設定できます。これにより、追加の
キャパシティがまだプロビジョニングされている間に、アプリケーションが余分な需要のバーストをより
適切に処理できるようになります。

もう 1 つの理由は、アベイラビリティーゾーンの障害に迅速に対応できるようにするためです。AWSで
は、運用ワークロードを複数のアベイラビリティーゾーンから提供することを推奨します。これは、アベ
イラビリティーゾーンに障害が発生しても、残りのアベイラビリティーゾーンで実行されているタスクが
引き続き需要に対応できるためです。アプリケーションが 2 つのアベイラビリティーゾーンで実行されて
いる場合は、通常のタスク数を 2 倍にする必要があります。これは、潜在的な障害発生時にすぐに容量を
提供できるようにするためです。アプリケーションが 3 つのアベイラビリティーゾーンで実行されている
場合は、通常のタスク数の 1.5 倍を実行することをお勧めします。つまり、通常のサービングに必要な2つ
ごとに3つのタスクを実行します。

スケーリング速度の最大化
自動スケーリングは、有効になるまでに時間がかかるリアクティブプロセスです。ただし、スケールアウ
トに必要な時間を最小限に抑えるには、いくつかの方法があります。

画像サイズを最小化します。 イメージのサイズが大きいほど、イメージリポジトリからダウンロードして
解凍するのに時間がかかります。したがって、画像サイズを小さくしておくと、コンテナの開始に必要な
時間が短縮されます。画像サイズを小さくするには、次の具体的な推奨事項に従ってください。

• 静的バイナリを構築したり、Golangを使用したりできる場合は、イメージをビルドしますFROMスク
ラッチを作成し、結果のイメージにバイナリアプリケーションのみを含めます。

• Amazon Linux や Ubuntu など、上流ディストリビューションのベンダーの最小化されたベースイメージ
を使用します。
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• 最終的なイメージにビルドアーティファクトを含めないでください。マルチステージビルドを使用する
と、これを助けることができます。

• コンパクトなRUN可能な限り、ステージ。各RUNステージでは、新しいイメージレイヤーが作成され、レ
イヤーをダウンロードするための追加のラウンドトリップが発生します。1 つの ARUNによって結合され
た複数のコマンドを持つ&&は、複数のレイヤーよりも少ないレイヤーを持っていますRUNステージ。

• 最終イメージに ML 推論データなどのデータを含める場合は、起動してトラフィックの配信を開始する
ために必要なデータのみを含めます。サービスに影響を与えずに Amazon S3 または他のストレージか
らオンデマンドでデータをフェッチする場合は、代わりにそれらの場所にデータを格納します。

画像を近づけましょう。 ネットワーク遅延が大きいほど、イメージのダウンロードにかかる時間が長くな
ります。同じリポジトリ内のイメージをホストするAWSワークロードがあるリージョン。Amazon ECR 
は、Amazon ECS が利用可能なすべてのリージョンで利用可能な高パフォーマンスのイメージリポジト
リです。コンテナーイメージをダウンロードするために、インターネットまたは VPN リンクをたどるこ
とは避けてください。同じリージョンで画像をホストすると、全体的な信頼性が向上します。これによ
り、ネットワーク接続の問題、および別のリージョンでの可用性の問題のリスクが軽減されます。また
は、Amazon ECR クロスリージョンレプリケーションを実装して、これを支援することもできます。

ロードバランサーのヘルスチェックしきい値を下げます。 ロードバランサーは、アプリケーションにトラ
フィックを送信する前にヘルスチェックを実行します。ターゲットグループのデフォルトのヘルスチェッ
ク設定には、90 秒以上かかることがあります。この間、ヘルスステータスと受信要求をチェックします。
ヘルスチェック間隔としきい値カウントを下げると、アプリケーションがトラフィックをより速く受け入
れることができ、他のタスクの負荷を軽減できます。

コールドスタートのパフォーマンスを考慮してください。 Java などのランタイムを使用するアプリケー
ションによっては、ジャストインタイム (JIT) コンパイルを実行します。コンパイルプロセスは、少なく
とも開始時にアプリケーションのパフォーマンスを示すことができます。回避策は、コールドスタートの
パフォーマンス上のペナルティを課さない言語でワークロードのレイテンシ重要な部分を書き直すことで
す。

ターゲット追跡スケーリングポリシーではなく、ステップスケーリングを使用します。 Amazon ECS タス
クには、複数のApplication Auto Scaling オプションがあります。ターゲットトラッキングは、最も使いや
すいモードです。これを使用すると、CPU の平均使用率など、メトリックのターゲット値を設定するだけ
で済みます。その後、自動スケーラーは、その値を達成するために必要なタスクの数を自動的に管理しま
す。ただし、需要の変化に迅速に対応できるように、代わりにステップスケーリングを使用することをお
勧めします。ステップスケーリングでは、スケーリング指標の特定のしきい値、およびしきい値を超えた
ときに追加または削除するタスクの数を定義します。さらに重要なのは、閾値アラームが侵害される時間
を最小限に抑えることで、需要の変化に非常に迅速に対応できることです。詳細については、「」を参照
してください。サービスの Auto Scaling()Amazon Elastic Container Service。

Amazon EC2 インスタンスを使用してクラスター容量を提供する場合は、以下の推奨事項を検討してくだ
さい。

より大きな Amazon EC2 インスタンスとより速い Amazon EBS ボリュームを使用します。 より大きな 
Amazon EC2 インスタンスとより速い Amazon EBS ボリュームを使用することで、イメージのダウン
ロード速度と準備速度を向上させることができます。特定の Amazon EC2 インスタンスファミリー内で
は、ネットワークと Amazon EBS の最大スループットは、インスタンスサイズが大きくなるにつれて増加
します（たとえば、m5.xlarge～m5.2xlarge). さらに、Amazon EBS ボリュームをカスタマイズして、
スループットと IOPS を向上させることもできます。たとえば、使用している OSgp2ボリュームを使用す
る場合は、ベースラインスループットが向上する大きなボリュームを使用します。使用している OSgp3ボ
リュームを作成するには、ボリュームを作成するときにスループットと IOPS を指定します。

Amazon EC2 インスタンスで実行されるタスクには、ブリッジネットワークモードを使用します。 を使用
するタスクbridgeAmazon EC2 は、awsvpcネットワークモード。メトリックawsvpcネットワークモー
ドを使用する場合、Amazon ECS はタスクを起動する前に elastic network interface (ENI) をインスタンス
にアタッチします。これにより、レイテンシーが増加します。しかし、ブリッジネットワークを使用する
ためのいくつかのトレードオフがあります。これらのタスクは独自のセキュリティグループを取得しない
ため、負荷分散にはいくつかの影響があります。詳細については、「」を参照してください。ロードバラ
ンサーのターゲットグループ()Elastic Load Balancing ユーザーガイド。
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需要ショックの処理
一部のアプリケーションでは、需要に突然大きなショックが発生します。これは、さまざまな理由で発生
します。ニュースイベント、ビッグセール、メディアイベント、またはウイルスに感染し、非常に短い期
間でトラフィックが迅速かつ大幅に増加する他のイベントです。計画外の場合、需要が使用可能な生産資
源を迅速に上回る可能性があります。

需要ショックに対処する最善の方法は、需要を予測し、それに応じて計画することです。自動スケーリン
グには時間がかかることがあるため、デマンドショックが始まる前にアプリケーションをスケールアウ
トすることをお勧めします。最良の結果を得るには、共有カレンダーを使用するチーム間の緊密なコラ
ボレーションを含むビジネスプランを作成することをお勧めします。イベントを計画しているチームは、
事前に申請を担当するチームと緊密に連携する必要があります。これにより、チームは明確なスケジュー
ル計画を立てるのに十分な時間が与えられます。イベント前にスケールアウトし、イベント後にスケール
インするようにキャパシティをスケジュールできます。詳細については、「」を参照してください。スケ
ジュールに基づくスケーリング()アプリケーション Auto Scaling ユーザーガイド。

エンタープライズ Support プランをお持ちの場合は、必ずテクニカルアカウントマネージャ (TAM) と連携
してください。TAM は、サービスクォータを検証し、必要なクォータがイベント開始前に発生することを
確認します。このようにして、誤ってサービスクォータに達することはありません。また、ロードバラン
サーなどのサービスを事前ウォーミングして、イベントを円滑に進めることもできます。

予定外の需要ショックの処理は、より困難な問題です。予定外の衝撃は、振幅が十分に大きい場合、需要
が容量を上回ることがあります。また、自動スケーリングが反応する能力を上回ることができます。ス
ケジュール外のショックに備える最善の方法は、リソースの過剰プロビジョニングです。予測されるトラ
フィックの最大需要をいつでも処理できる十分なリソースが必要です。

予定外の需要のショックを見越して最大容量を維持することは、コストがかかる可能性があります。コス
トへの影響を軽減するには、大きな需要ショックが差し迫っていると予測する主要な指標またはイベント
を見つけます。メトリックまたはイベントが確実に重要な事前通知を提供する場合は、イベントが発生し
たとき、またはメトリックが設定した特定のしきい値を超えたときに、直ちにスケールアウト処理を開始
します。

アプリケーションが予期せぬ需要のショックを受けやすい場合は、重要でない機能を犠牲にして顧客に
とって重要な機能を維持する高性能モードをアプリケーションに追加することを検討してください。た
とえば、アプリケーションで高価なカスタマイズされた応答の生成から静的応答ページの提供に切り替え
ることができると仮定します。このシナリオでは、アプリケーションをまったくスケーリングすることな
く、スループットを大幅に向上させることができます。

最後に、モノリシックサービスを分割して、需要のショックをより良く処理することを検討することがで
きます。アプリケーションの実行にコストがかかり、拡張に時間がかかるモノリシックサービスの場合
は、パフォーマンス重視の部分を抽出または書き換えて、個別のサービスとして実行できる場合がありま
す。これらの新しいサービスは、重要度の低いコンポーネントから独立して拡張できます。パフォーマン
ス重視の機能をアプリケーションの他の部分とは別にスケールアウトできる柔軟性があれば、容量の追加
にかかる時間を短縮し、コストを節約できます。

クラスター容量
このトピックでは、スケーリングメトリックを使用してのレプリカアカウントをスケールアウトする方法
について説明しました。また、CPU リソースやメモリリソースなどのリソースで実行する必要がありま
す。これは再び、容量のトピックをさかのぼります。Amazon ECS では、容量は 2 つの主要なプロバイ
ダーを通じて提供されます。AWS FargateAmazon EC2 が搭載されています。

Amazon ECS クラスターに容量を提供するには、いくつかの方法があります。たとえば、Amazon ECS 
コンテナエージェントを使用して、Amazon EC2 インスタンスを起動し、起動時にクラスターに登録す
ることができます。ただし、スケーリングを自分で管理する必要があるため、この方法は難しい場合があ
ります。そのため、Amazon ECS キャパシティープロバイダーを使用することをお勧めします。リソー
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ススケーリングを管理できます。キャパシティープロバイダーには、次の 3 種類があります。Amazon 
EC2、Fargate、Fargate スポットです。

Fargate および Fargate Spot キャパシティプロバイダーは、Fargate タスクのライフサイクルを処理しま
す。Fargate はオンデマンド容量を提供し、Fargate Spot はスポット容量を提供します。タスクが開始さ
れると、ECSはFargate リソースをプロビジョニングします。この Fargate リソースには、タスク定義で
宣言したタスクレベルの制限に直接対応するメモリと CPU ユニットが付属しています。各タスクは独自
の Fargate リソースを受け取り、タスクとコンピュートの iresource 間に 1:1 の関係を作成します。

Fargate スポットで実行されるタスクは中断されます。中断は 2 分間の警告の後に発生します。これら
は、需要の高い期間に発生します。Fargate Spot は、バッチジョブ、開発環境、ステージング環境など、
中断に耐えるワークロードに最適です。また、高可用性と低レイテンシーが必須ではない他のシナリオに
も適しています。

Fargate スポットタスクは、Fargate オンデマンドタスクと並んで実行できます。これらを一緒に使用する
ことで、低コストで「バースト」キャパシティーをプロビジョニングできます。

ECS は、タスクの Amazon EC2 インスタンス容量を管理することもできます。各 Amazon EC2 キャパ
シティープロバイダーは、指定した Amazon EC2 Auto Scaling グループに関連付けられます。Amazon 
EC2 キャパシティープロバイダーを使用する場合、ECS クラスターの Auto Scaling は Amazon EC2 Auto 
Scaling グループのサイズを維持し、スケジュールされたすべてのタスクを配置できるようにします。

クラスター容量に関するベストプラクティス
キャパシティプロバイダーではなく、サービスにヘッドルームを追加します。 Amazon EC2 キャパシ
ティープロバイダーは、目標キャパシティー値を提供します。値を 100% より低く設定した場合、ECS 
は、タスクに対応するために必要以上の多くの Amazon EC2 インスタンスをプロビジョニングします。
複数の Amazon EC2 インスタンスがタスクを受け入れる準備ができていると便利です。ただし、Amazon 
Virtual Private Cloud を使用する場合、新しいタスクを起動すると、イメージのダウンロードやネットワー
クインターフェイスのアタッチに時間がかかります。この追加レイテンシーは、あなたの収益に悪影響を
もたらす可能性があります。

そのため、次の操作を実行することをお勧めします。Capacity Provider のターゲット容量を減らす代わり
に、ターゲットの追跡スケーリングメトリックまたはサービスのステップスケーリングしきい値を変更し
て、サービス内のレプリカの数を増やします。関連するスケーリングポリシーの詳細については、「」を
参照してください。ターゲット追跡スケーリングポリシーまたはステップスケーリングポリシー()Amazon 
Elastic Container Service。Amazon EC2 キャパシティープロバイダーは、Auto Scaling Group にインスタ
ンスを追加することで、追加のタスクに必要なキャパシティーをプロビジョニングします。これにより、
コンピューティングリソースとアプリケーションリソースの両方を必要なときに利用できるようになりま
す。たとえば、ECSサービス内のタスク数を倍増して、需要の即時100％バーストに対応できます。

Fargate タスクサイズの選択
あなたのタスクをAWS Fargateタスク定義でタスクの CPU とメモリの制限を宣言する必要がありま
す。ECS はこれらの制限を使用して、タスクを実行する Fargate インスタンスタイプを決定します。決
定する制限は、お客様が宣言された予約以上にする必要があります。ほとんどの場合、タスク定義で宣
言されている各コンテナの予約の合計に設定できます。次に、数値を最も近いFargate インスタンスサイ
ズに切り上げます。使用できるサイズの詳細については、「」を参照してください。タスク CPU とメモ
リ()Amazon Elastic Container Service。

Amazon EC2 インスタンスタイプの選択
Amazon EC2 を使用して ECS クラスターの容量を提供する場合は、さまざまな種類のインスタンスタイ
プから選択できます。すべての Amazon EC2 インスタンスタイプとファミリーは、ECS と互換性があり
ます。
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使用できるインスタンスタイプを決定するには、まず、アプリケーションの特定の要件を満たさないイン
スタンスタイプまたはインスタンスファミリーを削除します。たとえば、アプリケーションに GPU が必
要な場合、GPU を持たないインスタンスタイプを除外できます。ただし、他の要件も考慮する必要があり
ます。たとえば、CPU アーキテクチャ、ネットワークスループット、インスタンスストレージが要件であ
るかどうかを検討します。次に、各インスタンスタイプによって提供される CPU とメモリの容量を調べ
ます。原則として、CPU とメモリは、実行するタスクのレプリカを少なくとも 1 つ保持するのに十分な大
きさである必要があります。

アプリケーションと互換性のあるインスタンスタイプから選択できます。インスタンスが大きい場合、同
時により多くのタスクを起動できます。また、インスタンスが小さくなると、よりきめ細かい方法でス
ケールアウトして、コストを削減できます。クラスター内のすべてのアプリケーションに適合する単一の 
Amazon EC2 インスタンスタイプを選択する必要はありません。代わりに、複数の Auto Scaling グループ
を作成できます。グループごとに異なるインスタンスタイプを設定できます。次に、これらのグループご
とに Amazon EC2 キャパシティープロバイダーを作成できます。最後に、サービスとタスクのキャパシ
ティプロバイダー戦略では、ニーズに最も適したキャパシティプロバイダーを選択できます。

Amazon EC2 スポットと FARGATE_SPOT の使用
スポット容量は、オンデマンドインスタンスよりも大幅なコスト削減を実現できます。スポット容量は、
オンデマンドまたは予約された容量よりも大幅に低い価格が設定された超過容量です。スポット容量は、
バッチ処理や機械学習のワークロード、開発環境およびステージング環境に適しています。一般的に、一
時的なダウンタイムを許容するワークロードに適しています。

スポット容量が常に利用できない可能性があるため、次のような結果が生じることを理解してください。

• まず、需要が非常に多い期間中、スポット容量が使用できなくなる可能性があります。これによ
り、Fargate スポットタスクと Amazon EC2 スポットインスタンスの起動が遅れる可能性があります。
これらのイベントでは、ECS サービスは起動タスクを再試行し、Amazon EC2 Auto Scaling グループ
も、必要な容量が使用可能になるまで、インスタンスの起動を再試行します。Fargate と Amazon EC2 
は、スポット容量をオンデマンド容量に置き換えるものではありません。

• 第 2 に、キャパシティに対する全体的な需要が増加すると、スポットインスタンスとタスクが 2 分間
の警告で終了することがあります。警告が送信された後、インスタンスが完全に終了する前に、必要に
応じてタスクは秩序あるシャットダウンを開始する必要があります。これにより、エラーの可能性を最
小限に抑えることができます。グレースフルシャットダウンの詳細については、「」を参照してくださ
い。ECS によるグレースフルシャットダウン。

スポット容量の不足を最小限に抑えるには、以下の推奨事項を考慮してください。

• 複数のリージョンとアベイラビリティーゾーンを使用します。 スポット容量は、リージョンとアベイラ
ビリティーゾーンによって異なります。複数のリージョンとアベイラビリティーゾーンでワークロード
を実行することで、スポット可用性を向上させることができます。可能であれば、タスクとインスタン
スを実行するリージョンのすべてのアベイラビリティーゾーンにサブネットを指定します。

• 複数の Amazon EC2 インスタンスタイプを使用します。 Amazon EC2 Auto Scaling で混合イ
ンスタンスポリシーを使用すると、複数のインスタンスタイプが Auto Scaling グループで起動
されます。これにより、必要なときにスポット容量のリクエストが確実に受理されます。信頼
性を最大限に高め、複雑さを最小限に抑えるには、混合インスタンスポリシーでほぼ同じ量の 
CPU とメモリを持つインスタンスタイプを使用します。これらのインスタンスは、異なる世
代のものでも、同じ基本インスタンスタイプのバリアントのものでもかまいません。これらの
機能には、必要のない追加機能が付属している場合があります。このようなリストの例として
は、m4.large、m5.large、m5a.large、m5d.large、m5n.large、m5dn.large、m5ad.large などがある。詳
細については、「」を参照してください。複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto 
Scaling グループ()Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド。

• 容量に最適化されたスポット割り当て戦略を使用します。 Amazon EC2 スポットでは、容量とコストに
最適化された割り当て戦略を選択できます。新しいインスタンスを起動するときに容量最適化戦略を選
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Amazon EC2 スポットと FARGATE_SPOT の使用

択した場合、Amazon EC2 スポットは、選択したアベイラビリティーゾーンで最も可用性の高いインス
タンスタイプを選択します。これにより、インスタンスが起動直後に終了する可能性が軽減されます。
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ベスト・プラクティス：永続スト
レージ

Amazon ECS を使用して、ステートフルコンテナ化されたアプリケーションを大規模に実行するに
は、AWSストレージサービス（Amazon EFS、Amazon EBS、Amazon FSx for Windows File Server な
ど）。これらのサービスは、本質的に一時的なコンテナにデータ永続性を提供します。期間データの永
続性は、データ自体が、それを作成したプロセスよりも長持ちすることを意味します。でのデータ永続性
AWSは、コンピューティングとストレージサービスを結合することによって実現されます。Amazon EC2 
と同様に、Amazon ECS を使用して、コンテナ化されたアプリケーションのライフサイクルを、消費して
生成するデータから切り離すこともできます。を使用するAWSストレージサービスでは、Amazon ECS タ
スクはタスクが終了した後でもデータを保持できます。

デフォルトでは、コンテナは生成するデータを保持しません。コンテナが終了すると、書き込み可能なレ
イヤに書き込んだデータは、コンテナとともに破棄されます。これにより、コンテナはデータをローカ
ルに保存する必要のないステートレスアプリケーションに適しています。データの永続性を必要とするコ
ンテナー化されたアプリケーションには、アプリケーションのコンテナーが終了しても破棄されないスト
レージバックエンドが必要です。

コンテナーイメージは、一連のレイヤーから構築されます。各レイヤーは、イメージが構築された
Dockerfile内の命令を表します。各レイヤーは、コンテナを除き、読み取り専用です。つまり、コンテナー
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適切なストレージタイプの選択

を作成すると、書き込み可能なレイヤーが下のレイヤーに追加されます。コンテナが作成、削除、または
変更するすべてのファイルは、書き込み可能なレイヤに書き込まれます。コンテナが終了すると、書き込
み可能なレイヤも同時に削除されます。同じイメージを使用する新しいコンテナには、独自の書き込み可
能なレイヤーがあります。このレイヤーには変更は含まれません。したがって、コンテナのデータは常に
コンテナの書き込み可能なレイヤの外に格納する必要があります。

Amazon ECS では、ボリュームを使用してステートフルコンテナを実行できます。Amazon ECS は 
Amazon EFS とネイティブに統合され、Amazon EBS に統合されたボリュームを使用します。Windows 
コンテナの場合、Amazon ECS は Amazon FSx for Windows File Server と統合され、永続的なストレージ
を提供します。

トピック
• コンテナに適したストレージタイプの選択 (p. 36)
• Amazon EFS ボリューム (p. 37)
• Docker ボリューム (p. 41)
• Amazon FSx for Windows ファイルサーバー (p. 43)

コンテナに適したストレージタイプの選択
Amazon ECS クラスターで実行されているアプリケーションは、さまざまなAWSストレージサービスおよ
びサードパーティ製品を使用して、ステートフルワークロード用の永続ストレージを提供します。コンテ
ナー化されたアプリケーションのストレージバックエンドは、アプリケーションのアーキテクチャとスト
レージ要件に基づいて選択する必要があります。の詳細AWSストレージサービスの詳細については、を参
照してください。クラウドストレージAWS。

Linux インスタンスを含む、または Fargate と共に使用される Amazon ECS クラスターの場合、Amazon 
ECS は Amazon EFS および Amazon EBS と統合され、コンテナストレージを提供します。Amazon EFS 
と Amazon EBS の最大の違いは、Amazon EFS ファイルシステムを何千ものタスクに同時にマウントで
きることです。対照的に、Amazon EBS ボリュームは同時アクセスをサポートしていません。このため、
水平方向に拡張するコンテナ化されたアプリケーションには、Amazon EFS が推奨されるストレージオプ
ションです。これは、同時実行をサポートするためです。Amazon EFS は、複数のアベイラビリティー
ゾーンにまたがってデータを冗長的に保存し、アベイラビリティーゾーンに関係なく Amazon ECS タスク
からの低レイテンシーアクセスを提供します。Amazon EFS では、Amazon EC2 と Fargate の両方で実行
されるタスクがサポートされています。

サブミリ秒のレイテンシーを必要とし、水平方向にスケーリングするときに共有ファイルシステムを
必要としないトランザクションデータベースなどのアプリケーションがあるとします。このようなア
プリケーションでは、永続ストレージに Amazon EBS ボリュームを使用することをお勧めします。現
在、Amazon ECS は、Amazon EC2 でホストされるタスクの Amazon EBS ボリュームのみをサポートし
ます。Amazon EBS ボリュームのSupport は、Fargate のタスクでは使用できません。Amazon ECS タス
クで Amazon EBS ボリュームを使用する前に、まず Amazon EBS ボリュームをコンテナインスタンスに
アタッチし、タスクのライフサイクルとは別にボリュームを管理する必要があります。

Windows インスタンスを含むクラスターの場合、Amazon FSx for Windows File Server はコンテナー用の
永続ストレージを提供します。Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムでは、マルチ AZ 
配備がサポートされます。これらのデプロイにより、複数のアベイラビリティーゾーンで実行されている 
Amazon ECS タスクとファイルシステムを共有できます。

Amazon EC2 インスタンスストレージを使用して、バインドマウントまたは Docker ボリュームを使用し
て Amazon EC2 でホストされる Amazon ECS タスクのデータ永続化を行うこともできます。バインドマ
ウントまたは Docker ボリュームを使用する場合、コンテナーはコンテナーインスタンスファイルシステ
ムにデータを格納します。コンテナストレージにホストファイルシステムを使用する際の 1 つの制限は、
データが一度に 1 つのコンテナインスタンスでのみ使用できることです。つまり、コンテナは、データが
存在するホスト上でのみ実行できます。したがって、ホストストレージの使用は、データレプリケーショ
ンがアプリケーションレベルで処理される場合にのみ推奨されます。
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Amazon EFS

Amazon EFS ボリューム
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) は、シンプルで伸縮自在なフルマネージド型の NFS ファイル
システムを提供します。アプリケーションを中断することなく、ペタバイト単位までオンデマンドで拡張
できるように設計されています。ファイルを追加または削除すると、スケールインまたはスケールアウト
できます。

Amazon EFS ボリュームを使用して永続的なストレージを提供することで、Amazon ECS でステートフル
アプリケーションを実行できます。プラットフォームバージョンを使用して Amazon EC2 インスタンスま
たは Fargate で実行される Amazon ECS タスク1.4.0以降では、既存の Amazon EFS ファイルシステム
をマウントできます。複数のコンテナが Amazon EFS ファイルシステムに同時にマウントおよびアクセス
できるため、タスクはホストされている場所に関係なく、同じデータセットにアクセスできます。

Amazon EFS ファイルシステムをコンテナにマウントするには、Amazon ECS タスク定義で Amazon 
EFS ファイルシステムおよびコンテナマウントポイントを参照します。以下は、コンテナストレージに 
Amazon EFS を使用するタスク定義のスニペットを示します。

...
"containerDefinitions":[ 
    { 
        "mountPoints": [  
            {  
                "containerPath": "/opt/my-app", 
                 "sourceVolume": "Shared-EFS-Volume" 
            } 
    } 
  ]
...
"volumes": [ 
    { 
      "efsVolumeConfiguration": { 
        "fileSystemId": "fs-1234", 
        "transitEncryption": "DISABLED", 
        "rootDirectory": "" 
      }, 
      "name": "Shared-EFS-Volume" 
    } 
  ]

Amazon EFS は、1 つのリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンにデータを冗長的に保管しま
す。Amazon ECS タスクは、アベイラビリティーゾーンの Amazon EFS マウントターゲットを使用して 
Amazon EFS ファイルシステムをマウントします。Amazon ECS タスクは、Amazon EFS ファイルシス
テムのマウントターゲットが、タスクが実行されるアベイラビリティーゾーンにある場合のみ、Amazon 
EFS ファイルシステムをマウントできます。したがって、Amazon ECS タスクをホストする予定のすべ
てのアベイラビリティーゾーンに Amazon EFS マウントターゲットを作成するのがベストプラクティスで
す。

37



Amazon Elastic Container Service 
のベストプラクティスガイド
セキュリティとアクセス制御

詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS ボリューム()Amazon Elastic Container 
Service。

セキュリティとアクセス制御
Amazon EFS には、Amazon EFS ファイルシステムに格納されているデータが安全で、必要なアプリケー
ションからのみアクセスできるようにするためのアクセスコントロール機能があります。保管時および
伝送中の暗号化を有効にすることで、データを保護できます。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon EFS でのデータ暗号化()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。
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Performance

データの暗号化に加えて、Amazon EFS を使用してファイルシステムへのアクセスを制限することもでき
ます。EFS でアクセス制御を実装する方法は 3 つあります。

• セキュリティグループ— Amazon EFS マウントターゲットを使用すると、ネットワークトラフィック
の許可と拒否に使用するセキュリティグループを設定できます。Amazon EFS にアタッチされたセキュ
リティグループを設定して、Amazon ECS インスタンスにアタッチされたセキュリティグループからの 
NFS トラフィック（ポート 2049）を許可するか、awsvpcネットワークモードの場合、Amazon ECS 
タスクです。

• IAM— IAM を使用して、Amazon EFS ファイルシステムへのアクセスを制限できます。Amazon ECS 
タスクを設定する場合、EFS ファイルシステムをマウントするためのファイルシステムアクセス用の 
IAM ロールが必要です。詳細については、「」を参照してください。IAM を使用したファイルシステム
のデータアクセスの制御()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。

IAM ポリシーでは、Amazon EFS ファイルシステムに接続するときにクライアントに TLS を使用するこ
とを要求するなど、事前に定義された条件を適用することもできます。詳細については、「」を参照し
てください。クライアントの Amazon EFS 条件キー()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。

• Amazon EFS アクセスポイント— Amazon EFS アクセスポイントは、Amazon EFS ファイルシステム
へのアプリケーション固有のエントリポイントです。アクセスポイントを使用して、アクセスポイント
を介したすべてのファイルシステム要求に対してユーザー ID (ユーザーの POSIX グループを含む) を適
用できます。また、ファイルシステムに対して別のルートディレクトリを適用することもできます。こ
れにより、クライアントは、指定されたディレクトリまたはそのサブディレクトリ内のデータに対して
のみ、アクセスできるようになります。

セキュリティを最大限に高めるために、Amazon EFS ファイルシステムに 3 つのアクセスコントロール
をすべて実装することを検討してください。例えば、Amazon EFS マウントポイントにアタッチされたセ
キュリティグループを設定して、コンテナインスタンスまたは Amazon ECS タスクに関連付けられたセ
キュリティグループからの入力 NFS トラフィックのみを許可することができます。さらに、許可されたセ
キュリティグループからの接続であっても、ファイルシステムへのアクセスに IAM ロールを要求するよう
に Amazon EFS を設定できます。最後に、Amazon EFS アクセスポイントを使用して POSIX ユーザーア
クセス許可を適用し、アプリケーションのルートディレクトリを指定できます。

次のタスク定義スニペットは、アクセスポイントを使用して Amazon EFS ファイルシステムをマウントす
る方法を示します。

"volumes": [ 
    { 
      "efsVolumeConfiguration": { 
        "fileSystemId": "fs-1234", 
        "authorizationConfig": { 
          "acessPointId": "fsap-1234", 
          "iam": "ENABLED" 
        }, 
        "transitEncryption": "ENABLED", 
        "rootDirectory": "" 
      }, 
      "name": "my-filesystem" 
    }
]

Performance
Amazon EFS には、2 つのパフォーマンスモードがあります。汎用および最大I/O：汎用は、コンテンツ
管理システムやCI/CDツールなど、レイテンシに敏感なアプリケーションに適しています。一方、Max I/O 
ファイルシステムは、データ分析、メディア処理、機械学習などのワークロードに適しています。これら
のワークロードは、数百または数千のコンテナから並列操作を実行する必要があり、可能な限り高い総ス
ループットと IOPS を必要とします。詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS パフォー
マンスモード()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。
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Throughput

レイテンシーの影響を受けやすいワークロードには、最大 I/O パフォーマンスモードによる高い I/O レベ
ルと、汎用パフォーマンスモードによる低いレイテンシーが必要です。このタイプのワークロードでは、
複数の汎用パフォーマンスモードファイルシステムを作成することをお勧めします。これにより、ワーク
ロードとアプリケーションがサポートできる限り、これらのファイルシステム全体にアプリケーションの
ワークロードを分散できます。

Throughput
すべての Amazon EFS ファイルシステムには、従量制課金スループットが関連付けられています。これ
は、プロビジョニングされたスループットを使用するファイルシステムの場合、または EFS Standard ま
たは One Zone ストレージクラスに格納されるデータの量バーストスループット。詳細については、「」
を参照してください。従量制スループットを理解する()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。

Amazon EFS ファイルシステムのデフォルトのスループットモードは、バーストモードです。バース
トモードでは、ファイルシステムで使用可能なスループットは、ファイルシステムが増大するにつれて
スケールインまたはスケールアウトされます。ファイルベースのワークロードは通常スパイクが発生す
る、一定期間、高いレベルのスループットで要求し、残りの時間、低いレベルのスループットになるた
め、Amazon EFS は、一定期間、高いスループットレベルを許可するようにバーストするように設計され
ています。さらに、多くのワークロードは読み取り負荷が高いため、読み取り操作は他の NFS 操作 (書き
込みなど) に対して 1:3 の比率で測定されます。

すべての Amazon EFS ファイルシステムは、Amazon EFS スタンダードまたは Amazon EFS One Zone 
ストレージの TB ごとに 50 MB/s という一貫したベースラインパフォーマンスを提供します。すべての
ファイルシステム（サイズに関係なく）は、100 MB/秒までバーストできます。EFS Standard または EFS 
One Zone ストレージが 1 TB を超えるファイルシステムは、1 TB ごとに 100 MB/秒にバーストできま
す。読み取り操作は 1:3 の比率で測定されるため、読み取りスループットの TiB ごとに最大 300 MiB/s を
ドライブできます。ファイルシステムにデータを追加すると、ファイルシステムで利用可能な最大スルー
プットが、Amazon EFS Standard ストレージクラスのストレージに合わせて直線的かつ自動的にスケーリ
ングされます。格納されるデータ量よりも多くのスループットが必要な場合は、プロビジョニングされた
スループットを、ワークロードが必要とする特定の量に設定できます。

ファイルシステムのスループットは、ファイルシステムに接続されているすべての Amazon EC2 インスタ
ンスで共有されます。例えば、スループットが 100 MB/秒にバーストできる 1 TB のファイルシステムで
は、1 つの Amazon EC2 インスタンスから 100 MB/秒をドライブできます。詳細については、「」を参照
してください。Amazon EFS パフォーマンス()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。

コスト最適化
Amazon EFS は、ストレージのスケーリングを簡素化します。Amazon EFS ファイルシステムは、
データを追加すると自動的に拡張されます。Amazon EFS と特に一緒なバーストスループットモードで
は、Amazon EFS のスループットは、スタンダードストレージクラスのファイルシステムのサイズが大き
くなるにつれて上昇します。EFS ファイルシステム上でプロビジョニングされたスループットの追加コス
トをかけずにスループットを向上させるには、Amazon EFS ファイルシステムを複数のアプリケーション
と共有できます。Amazon EFS アクセスポイントを使用すると、共有 Amazon EFS ファイルシステムにス
トレージの分離を実装できます。これにより、アプリケーションは同じファイルシステムを共有している
にもかかわらず、ユーザーが許可しない限り、データにアクセスできなくなります。

データが増加するにつれて、Amazon EFS では、アクセス頻度の低いファイルをより低いストレージクラ
スに自動的に移動できます。Amazon EFS 標準低頻度アクセス (IA) ストレージクラスは、毎日アクセスさ
れないファイルのストレージコストを削減します。Amazon EFS が提供する高可用性、高い耐久性、伸縮
性、および POSIX ファイルシステムへのアクセスが犠牲になることはありません。詳細については、「」
を参照してください。Amazon EFS ストレージクラス()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。

アクセス頻度の低いファイルを Amazon EFS IA ストレージに移動することで、Amazon EFS ライフサイ
クルポリシーを使用して自動的にコストを節約することを検討してください。詳細については、「」を参
照してください。Amazon EFS ライフサイクル管理()Amazon Elastic File System ユーザーガイド。
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Amazon EFS ファイルシステムを作成するときに、Amazon EFS が複数のアベイラビリティーゾーン（標
準）間でデータをレプリケートするか、データを冗長的に 1 つのアベイラビリティーゾーン内に格納する
かを選択できます。Amazon EFS One Zone ストレージクラスは、Amazon EFS 標準のストレージクラス
と比較して、ストレージコストを大幅に削減できます。マルチ AZ 回復力を必要としないワークロードに
は、Amazon EFS One Zone ストレージクラスを使用することを検討してください。アクセス頻度の低い
ファイルを Amazon EFS One ゾーン頻度の低いアクセスに移動することで、Amazon EFS One ゾーンス
トレージのコストをさらに削減できます。詳細については、「」を参照してください。Amazon EFS の低
頻度アクセス。

データ保護
Amazon EFS は、Standard ストレージクラスを使用して、ファイルシステムの複数のアベイラビリティー
ゾーンにわたってデータを冗長的に保存します。Amazon EFS One Zone ストレージクラスを選択する
と、データは冗長的に 1 つのアベイラビリティーゾーン内に格納されます。さらに、Amazon EFS は、1 
年に 99.999999999% (11 9 年代) の耐久性を提供するように設計されています。

他の環境と同様に、バックアップを作成し、誤って削除されないように保護策を構築することがベスト
プラクティスです。Amazon EFS データの場合、このベストプラクティスには、AWS Backup。Amazon 
EFS One Zone ストレージクラスを使用するファイルシステムは、この機能を無効にしない限り、ファイ
ルシステムの作成時にデフォルトでファイルを自動的にバックアップするように設定されています。詳細
については、「」を参照してください。Amazon EFS のデータ保護()Amazon Elastic File System ユーザー
ガイド。

ユースケース
Amazon EFS は、ファイルの追加および削除に合わせて自動的に拡大および縮小する並列共有アクセスを
提供します。そのため、Amazon EFS は、低レイテンシー、高スループット、書き込み後の読み取り整合
性などの機能を備えたストレージを必要とするあらゆるアプリケーションに適しています。Amazon EFS 
は、水平方向に拡張し、共有ファイルシステムを必要とするアプリケーションに最適なストレージバック
エンドです。データ分析、メディア処理、コンテンツ管理、ウェブ配信などのワークロードは、Amazon 
EFS の一般的なユースケースの一部です。

Amazon EFS が適切でない場合の 1 つのユースケースは、ミリ秒未満のレイテンシーを必要とするアプ
リケーションに適しています。これは通常、トランザクションデータベースシステムの要件です。レイ
テンシーに敏感なアプリケーションに Amazon EFS を使用した場合の影響を判断するために、ストレー
ジパフォーマンステストを実行することをお勧めします。Amazon EFS の使用時にアプリケーションの
パフォーマンスが低下する場合は、Nitro インスタンスでミリ秒未満の低分散の I/O レイテンシーを提
供する Amazon EBS io2 Block Express を検討してください。詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon EBS ボリュームタイプ()Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド。

一部のアプリケーションは、基盤となるストレージが予期せず変更されると失敗します。したがっ
て、Amazon EFS は、これらのアプリケーションにとって最良の選択ではありません。代わりに、複数の
場所からの同時アクセスを許可しないストレージ・システムを使用する方がよいでしょう。

Docker ボリューム
Dockerボリュームは、Dockerコンテナランタイムの機能であり、コンテナがホストのファイルシステムか
らディレクトリをマウントすることによってデータを保持できるようにします。Docker ボリュームドライ
バー (プラグインとも呼ばれる) は、コンテナボリュームを Amazon EBS などの外部ストレージシステム
と統合するために使用されます。Docker ボリュームは、Amazon EC2 インスタンスで Amazon ECS タス
クをホスト場合にのみサポートされます。

Amazon ECS タスクでは、Docker ボリュームを使用して、Amazon EBS ボリュームを使用してデータを
保持できます。これは、Amazon EBS ボリュームを Amazon EC2 インスタンスにアタッチし、Docker ボ

41

http://aws.amazon.com/efs/features/infrequent-access
http://aws.amazon.com/efs/features/infrequent-access
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/efs-backup-solutions.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#io2-block-express


Amazon Elastic Container Service 
のベストプラクティスガイド

Amazon EBS ボリュームのライフサイクル

リュームを使用してタスクにボリュームをマウントすることによって行われます。Docker ボリュームは、
ホスト上の複数の Amazon ECS タスク間で共有できます。

Docker ボリュームの制限は、タスクが使用するファイルシステムが特定の Amazon EC2 インスタンスに
結びついていることです。何らかの理由でインスタンスが停止し、タスクが別のインスタンスに配置され
ると、データは失われます。インスタンスにタスクを割り当てて、関連付けられた EBS ボリュームを常に
タスクで使用できるようにすることができます。

詳細については、「」を参照してください。Docker ボリューム()Amazon Elastic Container Service。

Amazon EBS ボリュームのライフサイクル
コンテナストレージと Amazon EBS には、2 つのキー使用パターンがあります。1つ目は、アプリケー
ションがデータを保持し、コンテナが終了したときにデータ損失を防ぐ必要がある場合です。このタイプ
のアプリケーションの例は、MySQL のようなトランザクションデータベースです。MySQL タスクが終了
すると、別のタスクがそのタスクを置き換えることが期待されます。このシナリオでは、ボリュームのラ
イフサイクルは、タスクのライフサイクルとは別です。EBS を使用してコンテナーデータを保持する場合
は、タスクの配置制約を使用して、EBS ボリュームがアタッチされた単一のホストにタスクの配置を制限
することをお勧めします。

2 つ目は、ボリュームのライフサイクルがタスクのライフサイクルから独立している場合です。これは、
高パフォーマンスで低レイテンシーのストレージを必要とするが、タスクの終了後にデータを保持する
必要がないアプリケーションで特に便利です。たとえば、大量のデータを処理する ETL ワークロードで
は、高スループットのストレージが必要になる場合があります。Amazon EBS は、最大 256,000 IOPS を
提供する高性能ボリュームを提供するため、このタイプのワークロードに適しています。タスクが終了す
ると、代替レプリカはクラスター内のどの Amazon EC2 ホストにも安全に配置できます。タスクが、パ
フォーマンス要件を満たすストレージバックエンドにアクセスできる限り、タスクはその機能を実行でき
ます。したがって、この場合、タスク配置の制約は必要ありません。

クラスター内の Amazon EC2 インスタンスに複数のタイプの Amazon EBS ボリュームがアタッチされて
いる場合は、タスクの配置制約を使用して、適切な Amazon EBS ボリュームがアタッチされたインスタン
スにタスクを配置できます。たとえば、クラスターにgp2ボリュームを使用し、他のボリュームはio1ボ
リューム。カスタム属性をインスタンスにアタッチするには、io1ボリュームを作成し、タスク配置制約
を使用して、I/O 集中型のタスクが常にio1ボリューム。

以下のようになりますAWS CLIコマンドは、Amazon ECS コンテナインスタンスに属性を配置するために
使用されます。

aws ecs put-attributes \  
     --attributes name=EBS,value=io1,targetId=<your-container-instance-arn>

Amazon EBS データの可用性
コンテナは通常、アプリケーションが水平方向にスケールインおよびスケールアウトすると、短命で頻繁
に作成され、終了します。ベストプラクティスとして、ワークロードを複数のアベイラビリティーゾーン
で実行し、アプリケーションの可用性を改善することができます。Amazon ECS では、タスク配置戦略と
タスク配置の制約を使用して、タスク配置を制御できます。ワークロードが Amazon EBS ボリュームを使
用してデータを保持する場合、タスクを Amazon EBS ボリュームと同じアベイラビリティーゾーンに配置
する必要があります。また、タスクを配置できるアベイラビリティーゾーンを制限する配置制約を設定す
ることをお勧めします。これにより、タスクとそれに対応するボリュームが常に同じアベイラビリティー
ゾーンに配置されます。

スタンドアロンタスクを実行する場合、アベイラビリティーゾーン属性を使用して配置制約を設定するこ
とで、タスクを配置するアベイラビリティーゾーンを制御できます。

attribute:ecs.availability-zone == us-east-1a
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複数のアベイラビリティーゾーンで実行するとメリットのあるアプリケーションを実行する場合は、アベ
イラビリティーゾーンごとに異なる Amazon ECS サービスを作成することを検討してください。これによ
り、Amazon EBS ボリュームが必要なタスクが常に関連付けられたボリュームと同じアベイラビリティー
ゾーンに配置されます。

各アベイラビリティーゾーンにコンテナインスタンスを作成し、起動テンプレートを追加し、カスタム属
性をインスタンスに追加して、Amazon ECS クラスター内の他のコンテナインスタンスと区別します。
サービスを作成するときは、タスク配置の制約を設定して、Amazon ECS が適切なアベイラビリティー
ゾーンとインスタンスにタスクを配置するようにします。詳細については、「」を参照してください。タ
スク配置制約の例()Amazon Elastic Container Service。

Docker ボリュームプラグイン
Portworx などの Docker プラグインは、Docker ボリュームと Amazon EBS ボリュームの間の抽象化を提
供します。これらのプラグインは、ボリュームを必要とするタスクの開始時に Amazon EBS ボリュームを
動的に作成できます。Portworx は、コンテナーが終了したときに、新しいホストにボリュームをアタッチ
し、後続のレプリカを別のコンテナーインスタンスに配置することもできます。また、Amazon ECS ノー
ド間およびアベイラビリティーゾーン間で各コンテナのボリュームデータをレプリケートします。詳細に
ついては、「」を参照してください。ポートワークス。

Amazon FSx for Windows ファイルサーバー
Amazon FSx for Windows File Server、業界標準のサーバーメッセージブロック（SMB）プロトコ
ルでアクセス可能な、完全マネージド型、高信頼性、スケーラブルなファイルストレージを提供し
ます。Windows Server 上に構築されており、ユーザークォータ、エンドユーザーのファイルの復
元、Microsoft Active Directory (AD) 統合など、幅広い管理機能を提供します。シングル AZ およびマルチ 
AZ 配置オプション、完全マネージドバックアップ、保管中および転送中のデータの暗号化を提供します。

Amazon ECS は、Amazon ECS Windows タスク定義で Windows ファイルサーバー用 Amazon FSX 
の使用をサポートしています。このタスク定義では、GlobalMappings と呼ばれる SMB 機能を使用し
て、SMBv3 プロトコルを介して永続的なストレージをマウントポイントとして有効にします。

Amazon FSx for Windows File Server と Amazon ECS 統合をセットアップするには、Windows コンテナ
インスタンスが Active Directory ドメインサービス (AD DS) 上のドメインメンバーであり、AWS Directory 
Service for Microsoft Active Directory、オンプレミス Active Directory、または Amazon EC2 のセルフホス
ト型 Active Directory のいずれかを選択できます。AWS Secrets Managerは、Windows コンテナーインス
タンスで共有をマップするために使用される Active Directory 資格情報のユーザー名やパスワードなどの機
密データを格納するために使用されます。

Amazon FSx for Windows File Server ファイルシステムボリュームを使用するには、タスク定義でボ
リュームとマウントポイントの設定を指定する必要があります。以下は、コンテナストレージに Amazon 
FSx for Windows File Server を使用するタスク定義のスニペットを示します。

{ 
 "containerDefinitions": [{ 
  "name": "container-using-fsx", 
  "image": "iis:2", 
  "entryPoint": [ 
   "powershell", 
   "-command" 
  ], 
  "mountPoints": [{ 
   "sourceVolume": "myFsxVolume", 
   "containerPath": "\\mount\\fsx", 
   "readOnly": false 
  }] 
 }], 
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 "volumes": [{ 
  "fsxWindowsFileServerVolumeConfiguration": { 
   "fileSystemId": "fs-ID", 
   "authorizationConfig": { 
    "domain": "ADDOMAIN.local", 
    "credentialsParameter": "arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:111122223333:secret:SecretName" 
   }, 
   "rootDirectory": "share" 
  } 
 }]
}

詳細については、「」を参照してください。Amazon FSx for Windows File Server ボリューム()Amazon 
Elastic Container Service。

セキュリティとアクセス制御
Amazon FSx for Windows File Server には、Amazon FSx for Windows ファイルサーバーファイルシステ
ムに保存されたデータが安全で、かつ必要なアプリケーションからのみアクセスできるようにするため
の、以下のアクセスコントロール機能があります。

データの暗号化
Amazon FSx for Windows File Server は、ファイルシステムの 2 つの暗号化形式をサポートします。転送
時のデータの暗号化と保管時の暗号化です。転送中のデータの暗号化は、SMB プロトコル 3.0 以降をサ
ポートするコンテナーインスタンスにマッピングされたファイル共有でサポートされます。保管時のデー
タの暗号化は、Amazon FSx ファイルシステムの作成時に自動的に有効になります。Amazon FSX は、お
客様がアプリケーションを変更することなく、ファイルシステムにアクセスする際に SMB 暗号化を使用
して転送中のデータを自動的に暗号化します。詳細については、「」を参照してください。Amazon FSx 
でのデータ暗号化()Amazon FSx for Windows File Server ユーザーガイド。

Windows ACL を使用したフォルダレベルのアクセス制御
Windows Amazon EC2 インスタンスは、Active Directory 認証情報を使用して Amazon FSx ファイル共有
にアクセスします。また、Windows の標準アクセス制御リスト (ACL) を使用して、ファイルレベルとフォ
ルダレベルのアクセス制御を行います。複数の資格情報を作成できます。各資格情報は、特定のタスクに
マップされる共有内の特定のフォルダーに対して作成できます。

次の例では、タスクには、フォルダーへのアクセス権があります。App01Secrets Manager に保存された
資格情報を使用して。Amazon リソースネーム (ARN) は1234。

"rootDirectory": "\\path\\to\\my\\data\App01",
"credentialsParameter": "arn-1234",
"domain": "corp.fullyqualified.com",

別の例では、タスクはフォルダApp02Secrets Manager に保存された資格情報を使用して。その ARN は
6789 です。

"rootDirectory": "\\path\\to\\my\\data\App02",
"credentialsParameter": "arn-6789",
"domain": "corp.fullyqualified.com",

ユースケース
コンテナはデータを保持するように設計されていません。ただし、コンテナ化された.NET アプリケーショ
ンの中には、アプリケーションの出力を保存するために、永続的なストレージとしてローカルフォルダが
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必要になる場合があります。Amazon FSx for Windows File Server、コンテナにローカルフォルダーを提供
します。これにより、SMB 共有によってバックアップされている同じファイルシステム上で、複数のコン
テナーを読み書きできます。
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ベストプラクティス-セキュリティ
このガイドでは、情報、システム、および Amazon ECS に依存するその他の資産を保護するためのセキュ
リティとコンプライアンスの推奨事項について説明します。また、Amazon ECS クラスター用に構築さ
れたセキュリティコントロールと、それらがサポートするワークロードをより適切に把握するために使
用できる、リスク評価と軽減戦略についても紹介します。このガイドの各トピックは簡単な概要から始ま
り、Amazon ECS クラスターを保護するために使用できる推奨事項とベストプラクティスのリストが続き
ます。

トピック
• 責任共有モデル (p. 46)
• AWS Identity and Access Management (p. 48)
• Amazon ECS タスクでの IAM ロールの使用 (p. 50)
• ネットワークセキュリティ (p. 54)
• シークレット管理 (p. 58)
• Compliance (p. 60)
• ログ記録とモニタリング (p. 61)
• AWS Fargate のセキュリティ (p. 62)
• タスクとコンテナのセキュリティ (p. 63)
• ランタイムセキュリティ (p. 67)
• AWSパートナー (p. 68)

責任共有モデル
Amazon ECS のようなマネージドサービスのセキュリティとコンプライアンスは、お客様とAWS。一般的
に言えば、AWSはクラウドの「セキュリティ」を担当しますが、お客様はクラウドの「セキュリティ」を
担当します。AWSは、安全で信頼性の高いサービスを提供するために必要なインフラストラクチャを含む 
Amazon ECS コントロールプレーンの管理を担当します。また、このガイドのトピックについては、主に
責任があります。これには、データ、ネットワーク、ランタイムセキュリティ、ログ記録と監視が含まれ
ます。
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インフラのセキュリティに関しては、AWSは、より多くの責任を負うAWS Fargateリソースは、他の自己
管理型インスタンスの場合よりも重要です。Fargate とAWSは、クラウド内の基盤となるインスタンスの
セキュリティと、タスクの実行に使用されるランタイムを管理します。また、Fargate は、お客様の代わ
りにインフラストラクチャを自動的に拡張します。

サービスをクラウドに拡張する前に、セキュリティとコンプライアンスのどのような側面を担当している
かを理解しておく必要があります。

責任共有モデルの詳細については、「」を参照してください。責任共有モデル。
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AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management
次を使用できますAWS Identity and Access Management(IAM) を使用して、AWSサービスおよびリソース
を、認証および認可の目的でルールベースのポリシーを通じて提供します。具体的には、このサービスを
通じて、AWSリソースを使用して、IAM ユーザー、グループ、またはロールに適用されたポリシーを使用
します。この 3 つのうち、IAM ユーザーはリソースにアクセスできるアカウントです。また、IAM ロール
は、認証された ID によって引き受けることができる一連のアクセス許可で、IAM の外部にある特定の ID 
に関連付けられません。詳細については、「」を参照してください。IAM のポリシーとアクセス許可。

Amazon ECS へのアクセスの管理
IAM ポリシーを作成して適用することで、Amazon ECS へのアクセスを制御できます。これらのポリシー
は、特定のリソースセットに適用される一連のアクションで構成されます。ポリシーのアクションは、許
可または拒否されるオペレーション（Amazon ECS API など）のリストを定義しますが、リソースは、ア
クションが適用される Amazon ECS オブジェクトを制御します。ポリシーに条件を追加して、その範囲を
絞り込むことができます。たとえば、特定のタグセットを持つタスクに対してのみアクションを実行でき
るようにポリシーを記述できます。詳細については、「」を参照してください。Amazon ECS と IAM を使
用する方法()Amazon Elastic Container Service。

Recommendations
IAM ロールとポリシーを設定するときは、次の操作を実行することをお勧めします。

最小特権アクセスのポリシーに従う
ユーザーが所定のジョブを実行できるようにスコープが設定されたポリシーを作成します。たとえ
ば、開発者がタスクを定期的に停止する必要がある場合は、その特定のアクションのみを許可するポ
リシーを作成します。次の例では、ユーザーが特定のタスクに属するタスクを停止することを許可しま
すtask_family特定の Amazon リソースネーム (ARN) を持つクラスター上で。条件で ARN を参照する
ことは、リソースレベルのアクセス許可の使用例でもあります。リソースレベルのアクセス権限を使用し
て、アクションを適用するリソースを指定できます。

Note

ポリシーで ARN を参照する場合は、新しい ARN 形式より長い ARN 形式を使用します。詳細
については、「」を参照してください。Amazon リソースネーム (ARN) と ID()Amazon Elastic 
Container Service。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:StopTask" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "ecs:cluster": "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:cluster/<cluster_name>" 
        } 
      }, 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ecs:<region>:<aws_account_id>:task-definition/<task_family>:*" 
      ] 
    } 
  ]
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Recommendations

}

クラスターリソースを管理境界として使用する
ポリシーの範囲が狭すぎると、役割が急増し、管理オーバーヘッドが増加する可能性があります。特定の
タスクまたはサービスだけを対象とする役割を作成するのではなく、クラスターを対象とする役割を作成
し、そのクラスターを主要な管理境界として使用します。

自動パイプラインを作成することにより、エンドユーザーを 
Amazon ECS API から分離する
Amazon ECS クラスターにアプリケーションを自動的にパッケージ化し、デプロイするパイプラインを
作成することで、ユーザーが使用できるアクションを制限できます。これにより、タスクの作成、更新、
および削除のジョブがパイプラインに効果的に委任されます。詳細については、「」を参照してくださ
い。チュートリアル: CodePipeline を使用した Amazon ECS 標準デプロイ()AWS CodePipelineユーザーガ
イド。

追加セキュリティレイヤーに対するポリシー条件を使用する。
セキュリティ層を追加する必要がある場合は、ポリシーに条件を追加します。これは、特権のある操作を
実行する場合や、特定のリソースに対して実行できる一連のアクションを制限する必要がある場合に便利
です。以下のポリシー例では、クラスターを削除するときに多要素認証が必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ecs:DeleteCluster" 
      ], 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" 
        } 
      }, 
    "Resource": ["*"] 
    } 
  ]
}

サービスに適用されたタグは、そのサービスの一部であるすべてのタスクに伝達されます。このため、特
定のタグを使用して Amazon ECS リソースにスコープが設定されたロールを作成できます。次のポリシー
では、IAM プリンシパルがタグキーを持つすべてのタスクを開始および停止します。Departmentと、タ
グ値Accounting。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:StartTask", 
                "ecs:StopTask", 
                "ecs:RunTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*", 
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Amazon ECS タスクでの IAM ロールの使用

            "Condition": { 
                "StringEquals": {"ecs:ResourceTag/Department": "Accounting"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon ECS API へのアクセスを定期的に監査する
ユーザーがロールを変更することがあります。ロールを変更すると、以前に付与されたアクセス許可が適
用されなくなることがあります。Amazon ECS API にアクセスできるユーザーと、そのアクセスが保証さ
れているかどうかを監査してください。IAM を、ユーザーが組織を離れるときに自動的にアクセスを取り
消すユーザーライフサイクル管理ソリューションと統合することを検討してください。詳細については、
「」を参照してください。Amazon ECS セキュリティ監査ガイドライン()Amazon Web Services 全般のリ
ファレンス。

Amazon ECS タスクでの IAM ロールの使用
タスクに IAM ロールを割り当てることをお勧めします。そのロールは、実行されている Amazon EC2 イ
ンスタンスのロールと区別できます。各タスクにロールを割り当てることは、権限の最小化アクセスの原
則と一致し、アクションとリソースをより細かく制御できます。

タスクに IAM ロールを割り当てるときは、各タスクが EC2 インスタンスで使用する IAM ロールとは異な
る IAM ロールを引き受けることができるように、次の信頼ポリシーを使用する必要があります。この方法
では、タスクが EC2 インスタンスのロールを継承しません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "ecs-tasks.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

タスク定義にタスクロールを追加すると、Amazon ECS コンテナエージェントは、一意の認証情報 ID を
持つトークンを自動的に作成します（12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef) を選択します。こ
のトークンとロール認証情報は、エージェントの内部キャッシュに追加されます。エージェントは、環境
変数AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URIをクレデンシャル ID の URI でコンテナー内に格
納します (たとえば、/v2/credentials/12345678-90ab-cdef-1234-567890abcdef).
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タスク実行ロール

Amazon ECS コンテナエージェントの IP アドレスに環境変数を追加し、curlコマンドを実行します。

curl 192.0.2.0$AWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI

予想される出力は次のようになります。

{ 
 "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SSMTaskRole-SSMFargateTaskIAMRole-
DASWWSF2WGD6", 
 "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
 "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
 "Token": "IQoJb3JpZ2luX2VjEEM/Example==", 
 "Expiration": "2021-01-16T00:51:53Z"
}

新しいバージョンのAWSSDK は、これらの認証情報を自動的
にAWS_CONTAINER_CREDENTIALS_RELATIVE_URI作成時の環境変動AWSAPI コール。

出力には、アプリケーションがアクセスするために使用するシークレットアクセスキー ID とシークレッ
トキーからなるアクセスキーペアが含まれます。AWSリソースの使用料金を見積もることができます。ま
た、トークンも含まれています。AWSが、認証情報が有効であることを確認します。既定では、タスク
ロールを使用してタスクに割り当てられた資格情報は 6 時間有効です。その後、Amazon ECS コンテナ
エージェントによって自動的に回転されます。

タスク実行ロール
タスク実行ロールは、Amazon ECS コンテナエージェントに、特定のAWSAPI アクションをユーザーに代
わって実行します。たとえば、使用する場合AWS Fargateでは、Fargate には、Amazon ECR からイメー
ジを取得し、CloudWatch Logs にログを書き込むことができる IAM ロールが必要です。IAM ロールは、タ
スクがAWS Secrets Managerなど、画像のプルシークレットなど。
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Amazon EC2 コンテナインスタンスのロール

Note

認証されたユーザーとして画像を取得する場合、Docker Hubのプルレート制限。詳細について
は、「」を参照してください。コンテナインスタンスのプライベートレジストリの認証。
Amazon ECR と Amazon ECR パブリックを使用することで、Docker によって課される制限を回
避できます。Amazon ECR からイメージをプルすると、ネットワークのプル時間を短縮し、トラ
フィックが VPC から離れたときのデータ転送の変更を減らすことができます。

Important

Fargate を使用する場合、プライベートイメージレジストリーへの認証
はrepositoryCredentials。Amazon ECS コンテナエージェントの環境変数を設定する
ことはできませんECS_ENGINE_AUTH_TYPEまたはECS_ENGINE_AUTH_DATAを変更する
か、ecs.configファイルは、Fargate でホストされているタスク用です。詳細については、
「」を参照してください。タスクのプライベートレジストリの認証。

Amazon EC2 コンテナインスタンスのロール
Amazon ECS コンテナエージェントは、Amazon ECS クラスター内の各 Amazon EC2 インスタンスで実
行されるコンテナです。これは、Amazon ECS の外部でinitコマンドは、オペレーティングシステム上
で使用できます。そのため、タスクロールを通じてアクセス許可を付与することはできません。代わり
に、エージェントが実行される Amazon EC2 インスタンスに権限を割り当てる必要があります。例のアク
ションリストAmazonEC2ContainerServiceforEC2RoleポリシーをecsInstanceRole。これを行わ
ないと、インスタンスはクラスターに参加できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeTags", 
                "ecs:CreateCluster", 
                "ecs:DeregisterContainerInstance", 
                "ecs:DiscoverPollEndpoint", 
                "ecs:Poll", 
                "ecs:RegisterContainerInstance", 
                "ecs:StartTelemetrySession", 
                "ecs:UpdateContainerInstancesState", 
                "ecs:Submit*", 
                "ecr:GetAuthorizationToken", 
                "ecr:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr:GetDownloadUrlForLayer", 
                "ecr:BatchGetImage", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

このポリシーでは、ecrおよびlogsapi アクションを使用すると、インスタンスで実行されているコ
ンテナが Amazon ECR からイメージを取得し、Amazon CloudWatch にログを書き込むことができま
す。-ecsアクションを使用すると、エージェントはインスタンスを登録および登録解除し、Amazon ECS 
コントロールプレーンと通信できます。このうち、ecs:CreateClusterアクションはオプションです。
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サービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロール
Amazon ECS のサービスリンクロールを使用すると、代理で他のサービス API を呼び出すアクセス権限を 
Amazon ECS サービスに付与できます。Amazon ECS には、ネットワークインターフェイスの作成と削
除、ターゲットグループへのターゲットの登録、登録解除を行う権限が必要です。また、スケーリングポ
リシーを作成および削除するのに必要なアクセス許可も必要です。これらのアクセス許可は、サービスに
リンクされたロールを通じて付与されます。このロールは、サービスの初回使用時にユーザーに代わって
作成されます。

Note

サービスにリンクされたロールを誤って削除した場合は、再作成することができます。手順につ
いては、以下を参照してください。サービスにリンクされたロールの作成。

Recommendations
タスク IAM ロールとポリシーを設定するときは、次の操作を実行することをお勧めします。

Amazon EC2 メタデータへのアクセスをブロックする
Amazon EC2 インスタンスでタスクを実行する場合は、Amazon EC2 メタデータへのアクセスをブロック
して、コンテナがそれらのインスタンスに割り当てられたロールを継承しないようにすることを強くお勧
めします。アプリケーションがAWSAPI アクションを使用する場合は、代わりにタスクに IAM ロールを使
用します。

でタスクが実行されないようにするにはブリッジモードが Amazon EC2 メタデータにアクセスできないよ
うにするには、次のコマンドを実行するか、インスタンスのユーザーデータを更新します。インスタンス
のユーザーデータを更新する方法の詳細については、このAWSSupport 記事。タスク定義ブリッジモード
の詳細については、タスク定義ネットワークモード。

sudo yum install -y iptables-services; sudo iptables --insert FORWARD 1 --in-interface 
 docker+ --destination 192.0.2.0/32 --jump DROP

再起動後もこの変更が維持されるようにするには、Amazon マシンイメージ（AMI）に固有の次のコマン
ドを実行します。

• Amazon Linux 2

sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables && sudo systemctl enable --now 
 iptables

• Amazon Linux

sudo service iptables save

使用するタスクの場合awsvpcネットワークモードでは、環境変数ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDS～true()/
etc/ecs/ecs.configファイルを開きます。

設定する必要がありますECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOST変数をfalse内で実行されてい
るコンテナーを防ぐために、ecs-agent 設定ファイルにhostネットワークが Amazon EC2 メタデータにア
クセスしないようにします。

を使用するawsvpcネットワークモード
ネットワークを使用するawsvpcネットワークモードを使用して、異なるタスク間、またはタスクと 
Amazon VPC 内で実行される他のサービス間のトラフィックのフローを制限できます。これにより、セ
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ネットワークセキュリティ

キュリティレイヤーが追加されます。-awsvpcネットワークモードは、Amazon EC2 で実行されるタスク
のタスクレベルのネットワーク分離を提供します。これは、上のデフォルトモードです。AWS Fargateで
す。これは、セキュリティグループをタスクに割り当てるために使用できる唯一のネットワークモードで
す。

IAM アクセスアドバイザーを使用してロールを絞り込む
使用されなかったアクションやしばらく使用されなかったアクションは削除することをお勧めします。こ
れにより、不要なアクセスが防止されます。これを行うには、IAM Access Advisor によって生成された結
果を確認し、使用されなかったアクションや最近使用されなかったアクションを削除します。これは、以
下の手順に従って行います。

次のコマンドを実行して、参照先ポリシーの最終アクセス情報を示すレポートを生成します。

aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1

の使用JobId出力に含まれていて、次のコマンドを実行します。これを行うと、レポートの結果を表示で
きます。

aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

詳細については、「」を参照してください。IAM アクセスアドバイザー。

監視AWS CloudTrail不審なアクティビティ
モニタリングできますAWS CloudTrail不審な活動のために。ほとんどの OSAWSAPI コールは、AWS 
CloudTrailをイベントとして。これらはで分析されますAWS CloudTrailインサイトにアクセスする
と、writeAPI コール。これには、コール量のスパイクが含まれる場合があります。これらのアラートに
は、異常なアクティビティが発生した時刻や、API に貢献した最上位のアイデンティティ ARN などの情報
が含まれます。

IAM ロールを持つタスクによって実行されるアクションは、AWS CloudTrailを見て、イベント
のuserIdentityプロパティ. 次の例では、arnには、引き受けたロールの名前が含まれ、s3-write-
go-bucket-roleにタスクの名前、7e9894e088ad416eb5cab92afExample。

"userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROA36C6WWEJ2YEXAMPLE:7e9894e088ad416eb5cab92afExample", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/s3-write-go-bucket-
role/7e9894e088ad416eb5cab92afExample", 
    ...
}

Note

ロールを引き受けるタスクが Amazon EC2 コンテナインスタンスで実行されると、Amazon ECS 
コンテナエージェントによってリクエストが記録され、/var/log/ecs/audit.log.YYYY-MM-
DD-HHの形式で設定。詳細については、「」を参照してください。タスク IAM ロールログおよ
び証跡のインサイトイベントの記録。

ネットワークセキュリティ
ネットワークセキュリティは、いくつかのサブトピックを含む幅広いトピックです。これには、転送中の
暗号化、ネットワークのセグメンテーションと分離、ファイアウォール、トラフィックルーティング、お
よび監視性が含まれます。
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転送時の暗号化

転送時の暗号化
ネットワークトラフィックを暗号化すると、データがネットワーク経由で転送されるときに、許可されて
いないユーザーがデータを傍受したり読み取ったりするのを防ぐことができます。Amazon ECS では、次
のいずれかの方法でネットワーク暗号化を実行できます。

• サービスメッシュ（TLS）の場合：

とAWS App Meshでは、メッシュエンドポイントでデプロイされた Envoy プロキシ間の TLS 接続
を設定できます。2 つの例は、仮想ノードと仮想ゲートウェイです。TLS 証明書はAWS Certificate 
Manager(ACM) である。または、独自のプライベート認証局から取得することもできます。
• トランスポート層セキュリティ (TLS) の有効化
• でサービス間のトラフィック暗号化を有効にするAWS App MeshACM 証明書またはお客様提供の証明

書の使用
• TLS ACM チュートリアル
• TLS ファイルのチュートリアル
• Envoy

• Nitro インスタンスの使用:

デフォルトでは、次の Nitro インスタンスタイプ間でトラフィックが自動的に暗号化されま
す。C5n、G4、I3en、M5dn、M5dn、M5dn、M5n、P5dn、D5dn、R5dn、M5 トラフィックがトラン
ジットゲートウェイ、ロードバランサー、または類似の仲介を介してルーティングされる場合、トラ
フィックは暗号化されません。
• 転送時の暗号化
• 2019年からの新しい会計とは
• Re: Inforce 2019 からのこのトーク

• Application Load Balancer でのサーバー名表示 (SNI) の使用

Application Load Balancer (ALB) とNetwork Load Balancer (NLB) は、サーバー名表示 (SNI) をサポート
します。SNI を使用すると、単一のリスナーの背後に複数のセキュアなアプリケーションを置くことが
できます。このために、それぞれに独自のTLS証明書があります。ロードバランサーの証明書をプロビ
ジョニングするには、AWS Certificate Manager(ACM) を作成し、リスナーの証明書リストに追加しま
す。-AWSロードバランサーは、SNI でスマート証明書の選択アルゴリズムを使用します。クライアント
が提供するホスト名が証明書リストの単一の証明書と一致する場合、ロードバランサーはその証明書を
選択します。クライアントが提供するホスト名がリストの複数の証明書と一致する場合、ロードバラン
サーはクライアントがサポートできる証明書を選択します。たとえば、自己署名証明書や ACM を通じ
て生成された証明書などがあります。
• Application Load Balancer を使用する SNI
• Network Load Balancer を使用する SNI

• TLS 証明書を使用したエンドツーエンドの暗号化:

これには、タスクとともに TLS 証明書を展開することが含まれます。これは、自己署名証明書または
信頼できる認証機関からの証明書のいずれかです。証明書のシークレットを参照することで、証明書を
取得できます。それ以外の場合は、証明書署名要求 (CSR) を ACM に発行し、その結果得られたシーク
レットを共有ボリュームにマウントするコンテナーを実行するように選択できます。
• Amazon ECS を使用したNetwork Load Balancer を使用したコンテナへのトランスポート層セキュリ

ティの維持 part 1
• コンテナまでTransport Layer Security (TLS) を維持するパート2: AWS Private Certificate Authority を

使用する
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https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/tls.html
http://aws.amazon.com/blogs/containers/enable-traffic-encryption-between-services-in-aws-app-mesh-using-aws-certificate-manager-or-customer-provided-certificates/
http://aws.amazon.com/blogs/containers/enable-traffic-encryption-between-services-in-aws-app-mesh-using-aws-certificate-manager-or-customer-provided-certificates/
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https://www.envoyproxy.io
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/data-protection.html#encryption-transit
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https://youtu.be/oqHLLbOoxDg?t=2409
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/create-https-listener.html#https-listener-certificates
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/create-tls-listener.html#tls-listener-certificates
http://aws.amazon.com/blogs/compute/maintaining-transport-layer-security-all-the-way-to-your-container-using-the-network-load-balancer-with-amazon-ecs/
http://aws.amazon.com/blogs/compute/maintaining-transport-layer-security-all-the-way-to-your-container-using-the-network-load-balancer-with-amazon-ecs/
http://aws.amazon.com/blogs/compute/maintaining-transport-layer-security-all-the-way-to-your-container-part-2-using-aws-certificate-manager-private-certificate-authority/
http://aws.amazon.com/blogs/compute/maintaining-transport-layer-security-all-the-way-to-your-container-part-2-using-aws-certificate-manager-private-certificate-authority/
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タスクネットワーキング
以下の推奨事項は、Amazon ECS の仕組みを考慮したものです。Amazon ECS はオーバーレイネットワー
クを使用しません。代わりに、タスクは異なるネットワークモードで動作するように構成されます。たと
えば、bridgeモードは、各ホストで実行されるDockerネットワークからルーティング不可能なIPアドレ
スを取得します。使用するように構成されているタスクawsvpcネットワークモードでは、ホストのサブ
ネットから IP アドレスを取得します。によって構成されるタスクhostネットワークは、ホストのネット
ワークインターフェースを使用します。awsvpcは優先ネットワークモードです。これは、タスクにセキュ
リティグループを割り当てるために使用できる唯一のモードであるためです。また、利用可能な唯一の
モードですAWS Fargateタスクを Amazon ECS で実行します。

タスクのセキュリティグループ
タスクを設定することをお勧めします。awsvpcネットワークモード。このモードを使用するようにタス
クを設定すると、Amazon ECS エージェントが自動的にプロビジョニングされ、タスクに Elastic Network 
Interface（ENI）がアタッチされます。ENI がプロビジョニングされると、タスクがAWSセキュリティグ
ループ。セキュリティグループは、仮想ファイアウォールとして機能し、インバウンドトラフィックとア
ウトバウンドトラフィックをコントロールできます。

サービスメッシュおよび相互トランスポート層セキュ
リティ (MTL)
次のようなサービスメッシュを使用できます。AWS App Meshを使用してネットワークトラフィックを
制御します。デフォルトでは、仮想ノードは、仮想ノードが通信する仮想サービスなど、構成されたサー
ビスバックエンドのみと通信できます。仮想ノードがメッシュ外のサービスと通信する必要がある場合
は、ALLOW_ALLアウトバウンドフィルタを使用するか、外部サービスのメッシュ内に仮想ノードを作成し
ます。詳細については、「」を参照してください。Kubernetes Egress のハウツー・ウォークスルー。

App Mesh では、クライアントとサーバーの両方が証明書を使用して相互に認証される相互トランスポー
ト層セキュリティ (MTL) を使用することもできます。その後、クライアントとサーバー間の後続の通信は 
TLS を使用して暗号化されます。メッシュ内のサービス間で MTL を要求することで、トラフィックが信
頼できる送信元から送信されていることを確認できます。詳細については、以下のトピックを参照してく
ださい。

• MTL 認証
• Mtls シークレットディスカバリサービス (SDS) のチュートリアル
• Mtls ファイルのチュートリアル

AWS PrivateLink
AWS PrivateLinkは、さまざまなプライベートエンドポイントを作成できるネットワークテクノロジで
す。AWSサービス (Amazon ECS を含む)。エンドポイントは、Amazon VPC にInternet Gateway（IGW）
がアタッチされておらず、インターネットへの代替ルートもないサンドボックス環境で必要です。を使
用するAWS PrivateLinkは、Amazon ECS サービスへの呼び出しが Amazon VPC 内に留まり、インター
ネットを経由しないようにします。作成方法の手順についてはAWS PrivateLinkエンドポイントと Amazon 
ECS その他の関連サービスの詳細については、Amazon ECS インターフェイス Amazon VPC エンドポイ
ント。

Important

AWS Fargateタスクには、AWS PrivateLinkエンドポイント (Amazon ECS)。

Amazon ECR と Amazon ECS はどちらもエンドポイントポリシーをサポートしています。これらのポリ
シーにより、サービスの API へのアクセスを絞り込むことができます。たとえば、Amazon ECR のエン
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https://github.com/aws/aws-app-mesh-examples/tree/master/walkthroughs/howto-k8s-egress
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/mutual-tls.html
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Amazon ECS コンテナエージェントの設定

ドポイントポリシーを作成して、特にレジストリへのイメージのプッシュのみを許可できます。AWSアカ
ウント. このようなポリシーを使用すると、ユーザーが承認された Amazon ECR レジストリにプッシュで
きるようにしながら、コンテナーイメージからデータが流出するのを防ぐことができます。詳細について
は、「」を参照してください。VPC エンドポイントポリシーの使用。

次のポリシーでは、すべてのAWSプリンシパルを使用して、Amazon ECR リポジトリに対してのみすべて
のアクションを実行します。

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "LimitECRAccess", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "*", 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "arn:aws:ecr:region:your_account_id:repository/*" 
    }, 
  ]
}

これをさらに強化するには、新しいPrincipalOrgIDプロパティ. これにより、イメージの一部ではない 
IAM プリンシパルによるイメージのプッシュとプルが防止されます。AWS Organizations。詳細について
は、「」を参照してください。aws:PrincipalOrgID。

同じポリシーをcom.amazonaws.region.ecr.dkrとcom.amazonaws.region.ecr.apiエンドポイン
ト。

Amazon ECS コンテナエージェントの設定
Amazon ECS コンテナエージェント設定ファイルには、ネットワークセキュリティ
に関連するいくつかの環境変数が含まれています。ECS_AWSVPC_BLOCK_IMDSおよ
びECS_ENABLE_TASK_IAM_ROLE_NETWORK_HOSTは、Amazon EC2 メタデータへのタスクのアクセスを
ブロックするために使用されます。HTTP_PROXYは、HTTP プロキシ経由でインターネットに接続するよ
うにエージェントを構成するために使用されます。プロキシ経由でルーティングするようにエージェント
と Docker ランタイムを設定する手順については、HTTP プロキシ設定。

Important

これらの設定は、AWS Fargate。

Recommendations
Amazon VPC、ロードバランサー、ネットワークをセットアップするときは、次の操作を行うことをお勧
めします。

ネットワーク暗号化を使用する (該当する場合)
該当する場合は、ネットワーク暗号化を使用してください。PCI DSS などの特定のコンプライアンスプロ
グラムでは、データにカード所有者データが含まれている場合、転送中のデータを暗号化する必要があり
ます。ワークロードに同様の要件がある場合は、ネットワーク暗号化を構成します。

最新のブラウザは、安全でないサイトに接続するときにユーザーに警告します。サービスがパブリック向
けロードバランサーの前にある場合は、TLS/SSL を使用してクライアントのブラウザからロードバラン
サーへのトラフィックを暗号化し、保証があればバックエンドに再暗号化します。

57

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-access.html#vpc-endpoint-policies
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シークレット管理

を使用するawsvpcタスク間またはタスクと他のネットワークリ
ソース間のトラフィックを制御する必要がある場合の、ネット
ワークモードとセキュリティグループ
使用する必要がありますawsvpcネットワークモードとセキュリティグループを使用して、タスク間およ
びタスクと他のネットワークリソース間のトラフィックを制御する必要がある場合に使用します。ALB の
背後にあるサービスを使用する場合は、セキュリティグループを使用して、ALB と同じセキュリティグ
ループを使用している他のネットワークリソースからのインバウンドトラフィックのみを許可します。ア
プリケーションが NLB の背後にある場合は、Amazon VPC CIDR 範囲からのインバウンドトラフィックと 
NLB に割り当てられた静的 IP アドレスのみを許可するようにタスクのセキュリティグループを設定しま
す。

セキュリティグループは、タスクと Amazon RDS データベースなどの Amazon VPC 内の他のリソース間
のトラフィックを制御するためにも使用する必要があります。

ネットワークトラフィックを厳密に分離する必要がある場合は、
別々の Amazon VPC にクラスターを作成する
ネットワークトラフィックを厳密に分離する必要がある場合は、別々の Amazon VPC にクラスターを作
成する必要があります。セキュリティ要件が厳しいワークロードは、それらの要件に準拠する必要のな
いワークロードを含むクラスターで実行しないようにします。厳密なネットワーク分離が必須の場合は、
別々の Amazon VPC にクラスターを作成し、Amazon VPC エンドポイントを使用して他の Amazon VPC 
にサービスを選択的に公開します。詳細については、「」を参照してください。Amazon VPC エンドポイ
ント。

設定AWS PrivateLink保証されたエンドポイント
設定する必要がありますAWS PrivateLinkエンドポイントエンドポイント（保証されている場合）。セ
キュリティポリシーにより、Internet Gateway（IGW）を Amazon VPC にアタッチできない場合は、AWS 
PrivateLinkAmazon ECS のエンドポイント、および Amazon ECR などのその他のサービスAWS Secrets 
Manager、Amazon CloudWatch を使用します。

Amazon VPC フローログを使用して、長時間実行されるタスク
とのトラフィックを分析する
Amazon VPC フローログを使用して、長時間実行されるタスクとの間で送受信されるトラフィックを分析
する必要があります。を使用するタスクawsvpcネットワークモードは、独自のENIを取得します。これに
より、Amazon VPC フローログを使用して、個々のタスクとの間で送受信されるトラフィックを監視でき
ます。Amazon VPC フローログ（v3）の最近の更新では、vpc ID、サブネット ID、インスタンス ID など
のトラフィックメタデータでログが強化されます。このメタデータは、調査を絞り込むために使用できま
す。詳細については、「」を参照してください。Amazon VPC フローログ。

Note

コンテナーは一時的な性質のため、フローログは、異なるコンテナーまたはコンテナーと他の
ネットワークリソース間のトラフィックパターンを分析する効果的な方法ではない場合がありま
す。

シークレット管理
API キーやデータベース認証情報などのシークレットは、他のシステムにアクセスするためにアプリケー
ションによって頻繁に使用されます。多くの場合、ユーザ名とパスワード、証明書、または API キーで構
成されます。これらのシークレットへのアクセスは、IAM を使用し、実行時にコンテナに注入される特定
の IAM プリンシパルに制限する必要があります。
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Recommendations

シークレットは、コンテナにシームレスに注入できます。AWS Secrets ManagerAmazon EC2 Systems 
Manager Parameter Store に保存されます。これらのシークレットは、次のいずれかの方法でタスク内で
参照できます。

1. これらは環境変数として参照され、secretsコンテナ定義パラメータ。
2. それらはsecretOptionsログプラットフォームが認証を必要とする場合。詳細については、「」を参

照してください。ログ設定オプション。
3. それらは、repositoryCredentialsコンテナー定義パラメーターは、コンテナーがプルされている

レジストリーが認証を必要とする場合に使用します。この方法は、Docker Hubから画像をプルするとき
に使用します。詳細については、「」を参照してください。タスクのプライベートレジストリの認証。

Recommendations
シークレット管理を設定するときは、次のことを行うことをお勧めします。

を使用するAWS Secrets Managerシークレットマテリアルを保存
するための Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store
API キー、データベース認証情報、その他の秘密の資料はAWS Secrets Managerまたは、暗号化パラメー
タとして Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store に保存されます。これらのサービスは、どちら
も管理されたキー値ストアであるため、AWS KMS重要なデータを暗号化します。AWS Secrets Manager
には、自動的にシークレットを回転させ、ランダムなシークレットを生成し、AWSアカウント. これらの
重要な機能を考慮する場合は、AWS Secrets Managerそれ以外の場合は、暗号化されたパラメータを使用
します。

Note

からのシークレットを参照するタスクAWS Secrets Managerまたは Amazon EC2 Systems 
Manager Parameter Store には、タスク実行ロールを、Amazon ECS に目的のシークレットへの
アクセスを許可するポリシーと、該当する場合はAWS KMSキーを使用して、その秘密を暗号化
および復号化します。
Important

タスクで参照されるシークレットは、自動的には回転されません。シークレットが変更された場
合は、新しいデプロイを強制するか、新しいタスクを起動して最新のシークレット値を取得する
必要があります。詳細については、以下のトピックを参照してください。

• AWS Secrets Manager: 環境変数としてデータを注入する
• Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store 環境変数としてのデータの注入

暗号化された Amazon S3 バケットからのデータの取得
環境変数の値がうっかりログに漏れて実行すると明らかになることがあるのでdocker inspectでは、暗
号化された Amazon S3 バケットにシークレットを保存し、タスクロールを使用してそれらのシークレッ
トへのアクセスを制限する必要があります。これを行う場合は、Amazon S3 バケットからシークレット
を読み取るようにアプリケーションを記述する必要があります。手順については、以下を参照してくださ
い。Amazon S3 バケットのデフォルトのサーバー側暗号化の動作設定。

サイドカーコンテナを使用してシークレットをボリュームにマウ
ントする
環境変数によるデータ漏洩のリスクが高いため、シークレットをAWS Secrets Managerし、共有ボリュー
ムに書き込む。このコンテナは、アプリケーションコンテナの前に実行および終了することができま

59
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その他のリソース

すAmazon ECS コンテナの注文。これを行うと、アプリケーションコンテナーは、シークレットが書き込
まれたボリュームをマウントします。Amazon S3 バケットメソッドと同様に、共有ボリュームからシーク
レットを読み取るようにアプリケーションを記述する必要があります。ボリュームはタスクにスコープさ
れているため、タスクが停止するとボリュームは自動的に削除されます。サイドカーコンテナの例につい
ては、awsシークレットサイドカーインジェクタプロジェクト.

Note

Amazon EC2 では、シークレットが書き込まれるボリュームはAWS KMSお客様が管理する
キー。OnAWS Fargateに設定されている場合、ボリュームストレージはサービス管理キーを使用
して自動的に暗号化されます。

その他のリソース
• Amazon ECS タスク内のコンテナへのシークレットの渡し
• チャンバーは、Amazon EC2 Systems Manager Parameter Store に保存するためのラッパーです。

Compliance
Amazon ECS を使用する際の顧客のコンプライアンス責任は、貴社のデータの機密性や貴社のコンプライ
アンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。

AWSでは、コンプライアンスに役立つ以下のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド: これらのデプロイメントガイドでは、アー
キテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライ
ン環境をにデプロイするための手順を説明します。AWS。

• HIPAA Security and Compliance Store ホワイトペーパー: このホワイトペーパーでは、企業がAWSを使
用して HIPAA に準拠するアプリケーションを作成します。

• AWSコンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス: このリストには、AWS特定のコンプラ
イアンスプログラムの範囲内のサービス。詳細については、「」を参照してください。AWSコンプライ
アンスプログラム。

Payment Card Industry Data Security 標準 (PCI DSS)
PCI DSS に準拠する場合、環境内のカード所有者データ (CHD) の完全な流れを理解することが重要で
す。CHDフローは、PCI DSS の適用性を決定し、カード所有者データ環境 (CDE) の境界とコンポーネン
ト、したがってPCI DSS 評価の範囲を定義します。PCI DSS スコープを正確に決定することは、セキュリ
ティ体制を定義し、最終的に評価を成功させる鍵となります。お客様は、その完全性を保証し、範囲から
の変更または逸脱を検出する範囲を決定する手順が必要です。

コンテナー化されたアプリケーションの一時的な性質は、設定を監査するときにさらに複雑になります。
そのため、お客様は、コンテナのライフサイクルのすべての段階で、コンプライアンス要件に対応できる
ように、すべてのコンテナ構成パラメータを認識する必要があります。

Amazon ECS での PCI DSS コンプライアンスの達成に関する追加情報については、以下のホワイトペー
パーを参照してください。

• PCI DSS への準拠のための Amazon ECS でのアーキテクチャ設計
• での PCI DSS スコーピングとセグメンテーションのアーキテクチャ AWS
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HIPAA (米国Health 保険の相互運用性と説明責任に関
する法令)
保護されたヘルス情報（PHI）を処理するワークロードで Amazon ECS を使用すると、追加の設定は必要
ありません。Amazon ECS は、Amazon EC2 でのコンテナの起動を調整するオーケストレーションサービ
スとして機能します。これは、オーケストレーション対象のワークロード内のデータと、またはデータに
基づいて動作しません。HIPAA 規制およびAWSビジネスアソシエイト補遺、PHI は、Amazon ECS で起
動したコンテナからアクセスする場合、輸送中および保管時に暗号化する必要があります。

保存時に暗号化するためのさまざまなメカニズムは、各AWSストレージオプション（Amazon 
S3、Amazon EBS、AWS KMS。オーバーレイネットワーク（VNS3 や Weave Net など）を展開して、コ
ンテナ間で転送される PHI の完全な暗号化を確保したり、冗長な暗号化レイヤーを提供したりできます。
完全なログ記録も有効にし、すべてのコンテナログを Amazon CloudWatch に送信する必要があります。
詳細については、「」を参照してください。HIPAA Security and Compliance Store。

Recommendations
コンプライアンスプログラムのオーナーに早期に働きかけ、AWS責任共有モデルを使用して、関連するコ
ンプライアンスプログラムで成功するためのコンプライアンスコントロールの所有権を特定します。

ログ記録とモニタリング
ログ記録とモニタリングは、Amazon ECS と Amazon ECS の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持す
る上で重要な要素です。AWSソリューション.AWSには、Amazon ECS リソースをモニタリングし、起こ
り得るインシデントに対応するためのツールがいくつか用意されています。

• Amazon CloudWatch アラーム
• Amazon CloudWatch Logs
• Amazon CloudWatch Events
• AWS CloudTrail ログ

タスクのコンテナを設定して Amazon CloudWatch Logs にログ情報を送信できます。使用している 
OSAWS Fargate起動タイプを使用すると、コンテナからログを表示できます。Amazon EC2 起動タイプを
使用すると、コンテナからの異なるログを 1 か所で便利に表示できます。こうすることで、コンテナログ
がコンテナインスタンスのディスク容量を占めることも防止できます。

Amazon CloudWatch Logs の詳細については、「」を参照してください。Amazon EC2 インスタンスか
らのログをモニタリングする()Amazon CloudWatch ユーザーガイド。タスクのコンテナログを Amazon 
CloudWatch Logs に送信する手順については、の使用awslogsログドライバー。

流暢ビットを使用したコンテナロギング
AWSには、Amazon CloudWatch Logs と Amazon Kinesis Data Firehose 用の両方のプラグインを持つ 
Fluent Bit イメージが用意されています。この画像は、Amazon CloudWatch および Amazon Kinesis デー
タ火災ホースの宛先（Amazon S3、Amazon Elasticsearch サービス、Amazon Redshift を含む）にログ
をルーティングする機能を提供します。Fluent Bit は、リソース使用率が Fluentd よりも低いため、ロ
グルーターとして使用することをお勧めします。詳細については、「」を参照してください。Amazon 
CloudWatch Logs for Fluent Bitおよび流暢ビット用 Amazon Kinesis Data Firehose。

-AWSFluent Bit イメージは、次ので利用できます。

• Amazon ECR パブリックギャラリーでのAmazon ECR
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カスタムログルーティング-Amazon ECS 用 FireLens

• Amazon ECR リポジトリ（高可用性のほとんどのリージョンで）
• Docker Hub

Docker CLI で使用する構文を以下に示します。

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:tag

たとえば、最新のAWSこのDocker CLIコマンドを使用して流暢ビットイメージの場合：

docker pull public.ecr.aws/aws-observability/aws-for-fluent-bit:latest

また、Fluent Bit と関連機能の詳細については、次のブログ記事を参照してください。

• 上のAmazon EKSの流暢なビット AWS Fargate
• 流暢なビットを使用した集中型コンテナロギング
• スケーラブルなログソリューションアグリゲータを構築するAWS Fargate、Fluentd、Amazon Kinesis 

Data Firehose

カスタムログルーティング-Amazon ECS 用 FireLens
Amazon ECS 用 FireLens では、タスク定義パラメータを使用して、ログをAWSサービスまたはAWSログ
を保存および分析するためのパートナーネットワーク (APN) の宛先。FireLens は Fluentd および Fluent 
Bitで動作します。私たちは、AWSFluent Bit イメージの場合。また、独自の Fluentd または Fluent Bit イ
メージを使用することもできます。

Amazon ECS 用 FireLens を使用する場合は、次の条件と考慮事項を考慮する必要があります。

• Amazon ECS 用 FireLens は、AWS FargateAmazon EC2 を使用します。
• Amazon ECS 用 FireLensは、でサポートされています。AWS CloudFormationテンプレートです。

詳細については、「」を参照してください。AWS::ECS::TaskDefinition FirelensConfiguration()AWS 
CloudFormationユーザーガイド。

• 使用するタスクの場合、bridgeネットワークモードでは、FireLens 設定のコンテナは、それに依存す
るアプリケーションコンテナが開始する前に開始する必要があります。コンテナの開始順序を制御する
には、タスクの定義で依存関係条件を使用します。詳細については、「」を参照してください。コンテ
ナの依存関係。

AWS Fargate のセキュリティ
次のベストプラクティスを考慮することをお勧めします。AWS Fargate。

を使用するAWS KMS一時ストレージを暗号化する
エフェメラルストレージはAWS KMS。でホストされている Amazon ECS タスクの場合AWS Fargateプ
ラットフォームのバージョンを使用1.4.0以降では、各タスクには 20 GB の一時ストレージが送信され
ます。ストレージの容量は調整できません。2020 年 5 月 28 日以降に開始されるこのようなタスクでは、
エフェメラルストレージは、管理の暗号化キーを使用して AES-256 暗号化アルゴリズムで暗号化されま
す。AWS Fargate。

例: で Amazon ECS タスクを起動するAWS Fargateプラットフォームバージョン 1.4.0、エフェメラルスト
レージ暗号化
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カーネルシステムコールトレース用の SYS_PTRACE 機能

次のコマンドは、Amazon ECS タスクをAWS Fargateプラットフォームバージョン 1.4。このタスクは 
Amazon ECS クラスターの一部として起動されるため、自動的に暗号化される 20 GB の一時ストレージ
を使用します。

aws ecs run-task --cluster clustername \ 
  --task-definition taskdefinition:version \ 
  --count 1 
  --launch-type "FARGATE" \ 
  --platform-version 1.4.0 \ 
  --network-configuration 
 "awsvpcConfiguration={subnets=[subnetid],securityGroups=[securitygroupid]}" \  
  --region region

カーネルシステムコールトレース用の SYS_PTRACE 
機能
コンテナに追加または削除されるLinux機能のデフォルト設定は、Dockerによって提供されます。使用でき
る機能の詳細については、」を参照してください。ランタイム権限と Linux 機能()Docker の実行ドキュメ
ント内) を参照してください。

に起動されたタスクAWS Fargateサポートしているのは、SYS_PTRACEカーネル機能。

Sysdig でこの機能の使用方法を示す以下のチュートリアルビデオを参照してください。ファルコプロジェ
クト.

#ContainersFromTheCouch-トラブルシューティングを行うAWS FargateSYS_PTRACE 機能を使用するタ
スク

前のビデオで説明したコードは、GitHubここ。

タスクとコンテナのセキュリティ
コンテナイメージは、攻撃に対する防御の最前線として考慮する必要があります。安全でないイメージの
構築が不十分な場合、攻撃者はコンテナの境界から逃れ、ホストにアクセスする可能性があります。この
問題が発生するリスクを軽減するには、次の操作を行う必要があります。

Recommendations
タスクとコンテナを設定するときは、次の操作を実行することをお勧めします。

最小限の画像を作成するか、遠距離のない画像を使用
まず、コンテナーイメージからすべての無関係なバイナリを削除します。Docker Hubの馴染みのないイ
メージを使用している場合は、イメージを検査して各コンテナのレイヤーの内容を参照します。次のよう
なアプリケーションを使用できます。ダイブを実行するには、次の手順を実行します。

を使用することもできます。ディストロレスイメージには、アプリケーションとその実行時の依存関係
のみが含まれます。パッケージマネージャやシェルは含まれていません。ディストロレス画像は、「ス
キャナのノイズの信号を改善し、必要なものだけへの出所を確立する負担を軽減します」。詳細について
は、GitHub のドキュメントを参照してください。ディストロレス。

Dockerには、予約された最小限のイメージからイメージを作成するためのメカニズムがありますスクラッ
チ。詳細については、を参照してください。を使用して単純な親イメージを作成するスクラッチDocker ド
キュメントで。Goのような言語では、静的なリンクされたバイナリを作成し、Dockerfileで参照すること
ができます。次の例は、これを達成する方法を示しています。
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############################
# STEP 1 build executable binary
############################
FROM golang:alpine AS builder
# Install git.
# Git is required for fetching the dependencies.
RUN apk update && apk add --no-cache git
WORKDIR $GOPATH/src/mypackage/myapp/
COPY . .
# Fetch dependencies.
# Using go get.
RUN go get -d -v
# Build the binary.
RUN go build -o /go/bin/hello
############################
# STEP 2 build a small image
############################
FROM scratch
# Copy our static executable.
COPY --from=builder /go/bin/hello /go/bin/hello
# Run the hello binary.
ENTRYPOINT ["/go/bin/hello"]
This creates a container image that consists of your application and nothing else, making 
 it extremely secure.

前の例は、マルチステージビルドの例でもあります。これらのタイプのビルドは、コンテナーレジストリ
にプッシュされる最終イメージのサイズを最小化するために使用できるため、セキュリティの観点からは
魅力的です。ビルドツールやその他の無関係なバイナリのないコンテナーイメージは、イメージの攻撃対
象領域を減少させることで、セキュリティポスチャを改善します。マルチステージビルドの詳細について
は、作成, マルチステージビルド。

画像をスキャンして脆弱性を検出する
コンテナーイメージは、仮想マシンと同じく、脆弱性のあるバイナリやアプリケーションライブラリを含
むことも、時間の経過とともに脆弱性が開発されることもあります。エクスプロイトから保護する最善の
方法は、イメージスキャナで画像を定期的にスキャンすることです。Amazon ECR に保存されている画
像は、プッシュまたはオンデマンドでスキャンできます（24 時間に 1 回）。Amazon ECR は、現在クレ
アは、オープンソースイメージスキャンソリューションです。画像がスキャンされると、結果は Amazon 
EventBridge の Amazon ECR イベントストリームに記録されます。また、Amazon ECR コンソール内か
らスキャンの結果を確認したり、説明画像スキャン結果API. イメージHIGHまたはCRITICAL脆弱性は削除
または再構築する必要があります。展開されたイメージで脆弱性が発生した場合は、できるだけ早く置き
換える必要があります。

Docker Desktop Edge バージョン 2.3.6.0以降scanローカルイメージ。スキャンはスナイク、アプリケー
ションセキュリティサービス。脆弱性が発見されると、SnykはDockerfile内の脆弱性のレイヤーと依存関
係を識別します。また、脆弱性の少ないスリムなベースイメージを使用するか、特定のパッケージを新し
いバージョンにアップグレードするなど、安全な代替手段を推奨します。Docker スキャンを使用すること
で、開発者はイメージをレジストリにプッシュする前に潜在的なセキュリティ問題を解決できます。

• Amazon ECR および Amazon ECR を使用したイメージコンプライアンスの自動化AWS Security Hubで
は、Amazon ECR から脆弱性情報を表示する方法について説明しています。AWS Security Hub脆弱なイ
メージへのアクセスをブロックすることで、修復を自動化できます。

画像から特別な権限を削除する
アクセス権フラグsetuidおよびsetgidは、実行可能ファイルの所有者またはグループの権限で実行可
能ファイルを実行できるようにします。これらのアクセス権を持つすべてのバイナリをイメージから削
除します。これらのバイナリは特権の昇格に使用できます。すべてのシェルとユーティリティを削除す
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ることを検討してくださいncおよびcurl悪意のある目的のために使用することができます。ファイル
はsetuidおよびsetgid次のコマンドを使用して、アクセス権を付与します。

find / -perm /6000 -type f -exec ls -ld {} \;

これらのファイルからこれらの特別な権限を削除するには、コンテナイメージに次のディレクティブを追
加します。

RUN find / -xdev -perm /6000 -type f -exec chmod a-s {} \; || true

キュレーションされた画像のセットを作成する
開発者が独自のイメージを作成できるようにするのではなく、組織内のさまざまなアプリケーションス
タックに対して一連の検証済みイメージを作成します。そうすることで、開発者はDockerfilesを作成する
方法を学び、コードを書くことに集中することができます。変更がコードベースにマージされると、CI/
CD パイプラインは自動的にアセットをコンパイルし、アーティファクトリポジトリに格納できます。最
後に、アーティファクトを適切なイメージにコピーしてから、Amazon ECR などの Docker レジストリに
プッシュします。少なくとも、帽子開発者が独自のDockerfilesを作成できる基本イメージのセットを作成
する必要があります。Docker Hub からイメージを取得しないようにする必要があります。あなたは常に画
像の中に何があるのか知っているわけではなく、トップ1000の画像のうち約5分の1が可哀想を持っていま
す。これらの画像とその脆弱性のリストはhttps://vulnerablecontainers.org/。

アプリケーションパッケージとライブラリの脆弱性をスキャンす
る
オープンソースライブラリの使用が一般的になりました。オペレーティングシステムやOSパッケージと同
様に、これらのライブラリには脆弱性があります。開発ライフサイクルの一部として、これらのライブラ
リは、重大な脆弱性が見つかったときにスキャンして更新する必要があります。

Docker DesktopはSnykを使用してローカルスキャンを実行します。また、オープンソースライブラリの脆
弱性や潜在的なライセンスの問題を見つけるためにも使用できます。開発者ワークフローに直接統合でき
るため、オープンソースライブラリによるリスクを軽減できます。詳細については、以下のトピックを参
照してください。

• オープンソースアプリケーションセキュリティツールには、アプリケーションの脆弱性を検出するため
のツールのリストが含まれています。

• Docker Scaning チートシート

静的コード分析の実行
コンテナーイメージを構築する前に、静的コード分析を実行する必要があります。これはソースコードに
対して実行され、コーディングエラーやフォルトインジェクションなどの悪意のあるアクターが悪用する
可能性のあるコードを識別するために使用されます。SonarQubeは、さまざまなプログラミング言語をサ
ポートする静的アプリケーションセキュリティテスト（SAST）の一般的なオプションです。

コンテナを非rootユーザーとして実行する
コンテナは、root 以外のユーザーとして実行する必要があります。デフォルトでは、コンテナー
はrootユーザーでない限り、USERディレクティブは、Dockerfileに含まれています。Dockerによって割
り当てられたデフォルトのLinux機能は、rootしかし、わずかにしかありません。たとえば、コンテナ
はrootはまだデバイスにアクセスできません。
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CI/CDパイプラインの一部として、DockerfilesをリントしてUSERディレクティブを使用し、見つからない
場合はビルドに失敗します。詳細については、以下のトピックを参照してください。

• Dockerfile-LintはRedHat のオープンソースのツールで、ファイルがベストプラクティスに準拠している
かどうかを確認できます。

• ハドリントは、ベストプラクティスに準拠したDockerイメージを構築するためのもう1つのツールで
す。

読み取り専用のルートファイルシステムを使用する
読み取り専用の root ファイルシステムを使用する必要があります。コンテナのルートファイルシステム
は、デフォルトで書き込み可能です。コンテナーをRO(読み取り専用) ルートファイルシステムでは、デー
タを永続化できる場所を明示的に定義する必要があります。これにより、アクセス許可が明示的に付与さ
れない限り、コンテナのファイルシステムを書き込むことができないため、攻撃対象が削減されます。

Note

読み取り専用ルートファイルシステムを持つと、ファイルシステムへの書き込みが可能である
と予想される特定の OS パッケージで問題が発生する可能性があります。読み取り専用のルート
ファイルシステムを使用する予定の場合は、事前に十分にテストしてください。

CPU とメモリの制限によるタスクの設定（Amazon EC2）
次のリスクを最小限に抑えるために、CPU とメモリの制限を使用してタスクを構成する必要があります。
タスクのリソース制限は、タスク内のすべてのコンテナーによって予約できる CPU とメモリの量の上限
を設定します。制限が設定されていない場合、タスクはホストの CPU とメモリにアクセスできます。こ
れにより、共有ホストに展開されたタスクによってシステムリソースの他のタスクが枯渇する問題が発生
する可能性があります。

Note

Amazon ECS はです。AWS Fargateタスクでは、課金目的でこれらの値を使用するため、CPU と
メモリの制限を指定する必要があります。Amazon ECS Fargate では、すべてのシステムリソー
スを占有する 1 つのタスクは、各タスクが専用のインスタンスで実行されるため、問題にはな
りません。メモリ制限を指定しない場合、Amazon ECS は各コンテナに最低 4MB を割り当てま
す。同様に、タスクに CPU 制限が設定されていない場合、Amazon ECS コンテナエージェント
は最低 2 つの CPU を割り当てます。

Amazon ECR で不変タグを使用する
Amazon ECR では、不変タグ付きの設定イメージを使用でき、使用する必要があります。これにより、変
更または更新されたバージョンのイメージが、同じタグを使用してイメージリポジトリにプッシュされる
のを防ぐことができます。これにより、攻撃者が同じタグでイメージの侵害されたバージョンを画像上に
押し込むのを防ぐことができます。不変タグを使用すると、変更ごとに異なるタグで新しいイメージを効
果的にプッシュすることができます。

コンテナを特権として実行しない（Amazon EC2）
コンテナを特権として実行することは避けてください。バックグラウンドの場合、コンテナ
はprivilegedは、ホスト上で拡張された権限で実行されます。つまり、コンテナーはrootをホストにイ
ンストールします。使用は厳しく制限または禁止されるべきです。Amazon ECS コンテナエージェントの
環境変数ECS_DISABLE_PRIVILEGED～trueとしてコンテナが実行されないようにするprivilegedの場
合、特定のホストでprivilegedは必要ありません。を使用することもできます。AWS Lambdaを使用し
てタスク定義をスキャンし、privilegedパラメータ。

Note

コンテナをprivilegedは Amazon ECS ではサポートされていません。AWS Fargate。
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コンテナから不要な Linux 機能を削除する
以下は、Docker コンテナに割り当てられたデフォルトの Linux 機能の一覧です。各機能の詳細について
は、」を参照してください。Linux 機能の概要。

CAP_CHOWN, CAP_DAC_OVERRIDE, CAP_FOWNER, CAP_FSETID, CAP_KILL,
CAP_SETGID, CAP_SETUID, CAP_SETPCAP, CAP_NET_BIND_SERVICE,  
CAP_NET_RAW, CAP_SYS_CHROOT, CAP_MKNOD, CAP_AUDIT_WRITE,  
CAP_SETFCAP

コンテナが上記のすべてのDockerカーネル機能を必要としない場合は、コンテナからドロップすることを
検討してください。各 Docker Kernal ケーパビリティの詳細については、カーナル機能。使用中のケーパ
ビリティは、以下の操作によって確認できます。

• OS パッケージをインストールします。libcap-ngを実行し、pscapユーティリティーを使用して、各プ
ロセスが使用している機能を一覧表示します。

• また、カプシュを使用して、プロセスが使用している機能を解読します。
• を参照してください。Linux 機能 101詳細については.

Amazon ECR にプッシュされたイメージを暗号化するための 
CMK を使用する
Amazon ECR にプッシュされたイメージを格納するには、カスタマー管理キー（CMK）を使用する必要が
あります。Amazon ECR にプッシュされた画像は、保存時にAWS Key Management Service(AWS KMS) 
管理キー。独自のキーを使用したい場合は、Amazon ECR がAWS KMS顧客管理キー (CMK) による暗号
化。CMK でサーバー側の暗号化を有効にする前に、保管時の暗号化。

ランタイムセキュリティ
ランタイムセキュリティでは、コンテナの実行中にコンテナをアクティブに保護できます。このアイデア
は、悪意のあるアクティビティを検出してコンテナが発生しないようにすることです。

セキュリティで保護されたコンピューティング (seccomp）を使用すると、コンテナ化されたアプリケー
ションが基盤となるホストオペレーティングシステムのカーネルに特定のsyscallを作成するのを防ぐこと
ができます。Linux オペレーティングシステムには数百のシステムコールがありますが、そのほとんどは
コンテナの実行には必要ありません。コンテナによって作成できるシステムコールを制限することで、ア
プリケーションの攻撃対象範囲を効果的に減らすことができます。

seccomp を使い始めるには、straceを使用してスタックトレースを生成し、アプリケーションが実行し
ているシステムコールを確認します。次のようなツールを使用できます。syscall2seccompを使用し
て、スタックトレースから収集されたデータからseccompプロファイルを作成します。詳細については、
「」を参照してください。支柱およびsyscall2seccomp。

SELinux セキュリティモジュールとは異なり、seccomp はコンテナを互いに分離できません。ただし、不
正なシステムコールからホストカーネルを保護します。これは、syscallをインターセプトし、許可リスト
されているものだけが通過できるようにすることによって機能します。Docker にはデフォルトseccomp 
プロファイルで、大部分の汎用ワークロードに適しています。

Note

追加の権限が必要なもののために、独自のプロファイルを作成することもできます。

AppArmor は seccomp に似た Linux セキュリティモジュールですが、ファイルシステムの一部にアクセス
するなど、コンテナの機能を制限します。これは、いずれかで実行することができますenforcementまた
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はcomplainモード。AppArmor プロファイルの構築は難しいことがあるため、次のようなツールを使用す
ることをお勧めします。悩み。AppArmor の詳細については、公式のAppArmorページで.

Important

AppArmorはLinuxのUbuntuとDebianディストリビューションでのみ利用可能です。

Recommendations
ランタイムセキュリティを設定するときは、次のアクションを実行することをお勧めします。

ランタイム防衛にサードパーティーソリューションを使用する
ランタイム防衛にはサードパーティーソリューションを使用する。Linux セキュリティの仕組みに精通し
ている場合は、seccomp プロファイルと AppArmor プロファイルの作成と管理を行います。いずれもオー
プンソースのプロジェクトです。それ以外の場合は、代わりに別のサードパーティサービスを使用するこ
とを検討してください。ほとんどの場合、機械学習を使用して、疑わしいアクティビティをブロックまた
は警告します。利用可能なサードパーティ製ソリューションの一覧については、AWS Marketplaceコンテ
ナのための。

seccomp ポリシーを使用して Linux 機能を追加または削除する
seccomp を使用して、Linux の機能をより詳細に制御し、syscall チェックエラーを回避します。Seccomp 
は、特定の syscall を実行したり、特定の agrを使用するアクセス許可を取り消す syscall フィルタとして
機能します。

AWSパートナー
以下のいずれかを使用できます。AWSAmazon ECS ワークロードにセキュリティと機能を追加するための
パートナー製品 詳細については、「」を参照してください。Amazon ECS パートナー。

Aqua Security

次を使用できますAqua Securityを使用して、開発から実稼働まで、クラウドネイティブアプリケーション
を保護します。Aqua Cloud Native Security Platform は、クラウドネイティブのリソースとオーケストレー
ションツールを統合し、透過的で自動化されたセキュリティを提供します。不審なアクティビティや攻撃
をリアルタイムで防止し、ポリシーを適用して法令順守を簡素化できます。

Palo Alto Networks

Palo Alto Networksは、クラウド、開発およびソフトウェアのライフサイクル全体にわたって、ホスト、コ
ンテナ、サーバーレスインフラストラクチャのセキュリティと保護を提供します。

Twistlockはパロアルトネットワークスによって供給され、Amazon ECS FireLensと統合することができ
る。これにより、忠実度の高いセキュリティログとインシデントにアクセスでき、これらのログはシーム
レスに複数のAWSのサービス。これには、Amazon CloudWatch、Amazon Athena、Amazon Kinesis が含
まれます。Twistlockは、AWSコンテナサービス。

シズディグ

次を使用できますシズディグを使用して、運用シナリオでセキュアで準拠したクラウドネイティブワーク
ロードを実行できます。Sysdig Secure DevOps Platform には、クラウドネイティブのワークロードを保護
するためのセキュリティ機能とコンプライアンス機能が組み込まれています。また、エンタープライズク
ラスのスケーラビリティ、パフォーマンス、カスタマイズも提供します。

68

https://github.com/genuinetools/bane
https://www.apparmor.net/
http://aws.amazon.com/marketplace/features/containers
http://aws.amazon.com/marketplace/features/containers
http://aws.amazon.com/ecs/partners/
https://partners.amazonaws.com/partners/001E000001LiLQqIAN/Aqua%20Security
https://partners.amazonaws.com/partners/001E0000013FeQXIA0/Palo%20Alto%20Networks
https://partners.amazonaws.com/partners/001E000000wNQeoIAG/Sysdig


Amazon Elastic Container Service 
のベストプラクティスガイド

Amazon ECS ベストプラクティスガ
イドの履歴をまとめる

次の表は、Amazon ECS ベストプラクティスガイドのリリースをまとめます。

update-history-change update-history-description update-history-date

セキュリティのベストプラク
ティス (p. 69)

Amazon ECS ワークロードのセ
キュリティ管理のベストプラク
ティスを追加しました。

2021年 5 月 26 日

Auto Scaling およびキャパシ
ティ管理のベストプラクティ
ス (p. 69)

Amazon ECS ワークロードの 
Auto Scaling およびキャパシティ
管理のベストプラクティスを追加
しました。

2021年 5 月 14 日

永続的ストレージのベストプラ
クティス (p. 69)

Amazon ECS ワークロード用の
永続ストレージのベストプラク
ティスを追加しました。

2021年 5 月 7 日

ネットワーキングに関するベス
トプラクティス (p. 69)

Amazon ECS ワークロードの
ネットワーク管理のベストプラク
ティスを追加しました。

2021 年 4 月 6 日

初回リリース (p. 69) Amazon ECS ベストプラクティ
スガイドの初回リリース

2021 年 4 月 6 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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