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Amazon ElastiCache for Memcached 
とは

Amazon ElastiCache for Memcached ユーザーガイドへようこそ。Amazon ElastiCache は、クラウドでの
分散インメモリデータストアまたはキャッシュ環境のセットアップ、管理、およびスケーリングが簡単に
なるウェブサービスです。高性能でスケーラブルで費用対効果の高いキャッシュソリューションを提供し
ます。同時に、分散キャッシュ環境のデプロイと管理に関連する複雑さを排除するのに役立ちます。

Note

Amazon ElastiCache は Redis エンジンと Memcached エンジンの両方で動作します。関心のあ
るエンジンのガイドを使用してください。必要なエンジンがわからない場合は、このガイドの
「Memcached と Redis の比較 (p. 12)」を参照してください。

Memcached を使用する既存のアプリケーションでは ElastiCache を利用できます。ほとんど変更はあり
ません。アプリケーションに必要な情報は、デプロイした ElastiCache ノードのホスト名とポート番号だ
けです。Memcached の ElastiCache 自動検出機能を使用すると、アプリケーションはキャッシュクラス
ター内のすべてのノードを特定し、接続することができます。つまり、利用可能なホスト名とポート番号
のリストを管理する必要はありません。このようにすると、クラスター内のノードメンバーシップの変更
からアプリケーションを効果的に保護できます。

ElastiCache for Memcached には、重要なプロダクションデータベースの信頼性を向上させる各種機能が
あります:

• キャッシュノードの障害の自動検出と復旧。
• 自動検出を有効にしたクラスター内のノードが自動検出されるので、ノードの追加または削除時にアプ

リケーションに変更を加える必要はありません。
• ノードとクラスターの柔軟なアベイラビリティーゾーンの配置。
• さらに、他の AWS のサービス (Amazon EC2、Amazon CloudWatch、AWS CloudTrail、Amazon SNS 

など) とも連携した、安全でパフォーマンスの高い管理対象インメモリキャッシュソリューション。

トピック
• ElastiCache の一般的なユースケースおよび ElastiCache がどのように役立つか (p. 2)
• ElastiCache for Memcached のリソース (p. 4)
• ElastiCache for Memcached のコンポーネントと機能 (p. 6)
• 実装を管理するためのツール (p. 11)

API バージョン 2015-02-02
1



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

ElastiCache の一般的なユースケースお
よび ElastiCache がどのように役立つか

ElastiCache の一般的なユースケースおよび 
ElastiCache がどのように役立つか

最新のニュース、製品カタログ、またはイベントのチケットを販売できます。スピードの勝負です。ウェ
ブサイトやビジネスの成功は、コンテンツを配信するスピードに大きく左右されます。

New York Times の「For Impatient Web Users, an Eye Blink Is Just Too Long to Wait」によると、ユー
ザーは競合サイト間で 250 ミリ秒 (1/4 秒) の違いを認識します。ユーザーは、遅いサイトより速度の速
いサイトのほうを選びます。Amazon が行ったテスト「How Webpage Load Time Is Related to Visitor 
Loss」では、ロード時間が 100 ミリ秒 (1/10 秒) 長くなるごとに、売上げが 1 パーセント減少するとの結
果が出ています。

ある人がデータを必要とする場合、そのデータをキャッシュしておくことで、より速く配信できます。
ウェブページであろうとビジネスの意思決定にかかわるレポートであろうと、これは事実です。ビジネス
上、できる限り短いレイテンシーでウェブページを配信するためにウェブページをキャッシュしないでい
られることがあるでしょうか。

最も頻繁にリクエストされる項目をキャッシュするべきであることは、考えるまでもなく明白でしょう。
しかし、リクエスト頻度の低い項目をキャッシュしないでいいのでしょうか。最も最適化されたデータ
ベースクエリまたはリモート API コールを使用しても、インメモリキャッシュからの取得に比べれば、著
しく時間がかかります。著しく時間がかかると、顧客を他社に取られてしまいます。

次の例で、ElastiCache を使用してアプリケーションの全体的なパフォーマンスを向上させるいくつかの
方法を説明します。

インメモリデータストア
インメモリキー値ストアの主な目的は、データのコピーに超高速 (ミリ秒以下のレイテンシー) で低コスト
なアクセスを提供することです。ほとんどのデータストアには、頻繁にアクセスされてもほとんど更新さ
れることのないデータ領域があります。さらにデータベースのクエリは、キーと値のペアのキャッシュを
検索するよりも常に時間がかかり、キーの検索にコストがかかります。一部のデータベースクエリは、実
行に特にコストがかかります。例として、複数のテーブルにまたがるクエリや、集中的な計算が必要なク
エリが挙げられます。このようなクエリの結果をキャッシュすることで、クエリの価格が一度だけ支払わ
れることになります。その後、クエリを再実行することなく、データを何回でもすぐに取得できます。

キャッシュの方法。
キャッシュするデータを決める場合は、以下の点を考慮してください。

[速度とコスト] – データベースからデータを取得するには、キャッシュから取得するより常に時間とコスト
がかかります。データベースのクエリによっては、本質的により低速で高コストのものもあります。たと
えば、複数のテーブルにわたって実行されるクエリは、単純な単一テーブルに対するクエリよりもコスト
が高くつきます。興味深いデータを取得するのに時間のかかるコストの高いクエリが必要となるのであれ
ば、キャッシュを検討する価値があります。データを比較的単純なクエリで迅速に取得できる場合であっ
ても、その他の要因によってはキャッシュを検討する価値があります。

[データとアクセスパターン] – キャッシュするデータを決定するには、データ自体とアクセスパターンを理
解することも必要です。たとえば、すぐに変化するデータやほとんどアクセスされることのないデータを
キャッシュすることには意味がありません。キャッシュに有意な利点を持たせるには、データは比較的静
的で頻繁にアクセスされる必要があります。例としては、ソーシャルメディアサイト上の個人プロファイ
ルがあります。一方、キャッシュによる速度またはコストのメリットがない場合は、データをキャッシュ
する意味はありません。たとえば、検索結果を返すウェブページをキャッシュすることは、クエリと結果
は通常固有のものであるため、意味がありません。

[古さ] — 定義上、キャッシュされたデータは古いデータです。たとえ特定の状況でそれが古くなっていな
くても、それは常に古くなっているとみなされ、そのように扱われるべきです。データがキャッシュの候
補となりうるかどうかを確認する際に、古いデータに対するアプリケーションの耐障害性を判断します。
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ElastiCache のお客様の声

アプリケーションでは、あるコンテキストで古いデータを許容できても、別のコンテキストでは許容で
きない場合もあります。たとえば、サイトが公開されている株価を提供しているとします。あなたの顧客
は、価格が n 分遅れているかもしれないという免責条項で何らかの古さを受け入れる場合があります。し
かし、売買を行うブローカーにその株価を提供する場合は、リアルタイムのデータが必要になります。

次のことが成り立つ場合、データをキャッシュすることを検討します。

• また、キャッシュの取得に比べて、データは遅く、コストがかかります。
• ユーザーは頻繁にデータにアクセスします。
• データは比較的同じままであるか、データが急速に変化しても、古さは大きな問題ではありません。

詳細については、次を参照してください。

• ElastiCache for Memcached ユーザーガイドの「キャッシュ戦略」

ElastiCache のお客様の声
Airbnb、PBS、Esri、その他の企業が、Amazon ElastiCache を使用して自社の顧客体験を向上させている
方法については、「他のお客様が Amazon ElastiCache をどのように使用しているか」を参照してくださ
い。

ElastiCache の動画 (p. 31) で ElastiCache のお客様の他のユースケースを見ることもできます。

API バージョン 2015-02-02
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ElastiCache for Memcached のリソース

ElastiCache for Memcached のリソース
以下のセクションを読んでから開始することをお勧めします。また、必要に応じて参照し直してくださ
い。

• [サービスのハイライトと価格設定] – 「製品詳細ページ」には、ElastiCache の全般的な製品概要、サー
ビスのハイライト、料金表が掲載されています。

• [ElastiCache 動画] – 「ElastiCache の動画 (p. 31)」セクションには Amazon ElastiCache for 
Memcached を紹介する動画と、一般的ユースケースと、ElastiCache for Memcached を使用してレイテ
ンシーを減らし、アプリケーションのスループットを向上させる方法のデモがあります。

• [はじめに] – 「Amazon ElastiCache for Memcached の使用開始 (p. 16)」セクションには、キャッ
シュクラスターの作成、キャッシュクラスターへのアクセス認可、キャッシュノードへの接続、キャッ
シュクラスターの削除のプロセスを実行する例が掲載されています。

• [スケールに応じたパフォーマンス] – 「Amazon ElastiCache を使用したスケールに応じたパフォーマン
ス」 ホワイトペーパーでは、アプリケーションがスケールに応じて適切に機能するためのキャッシュ戦
略を紹介しています。

前述のセクションを完了したら、これらのセクションを参照してください。

• Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)

ノードは、キャッシュしたいすべてのデータに対応できるだけの十分な大きさにします。同時に、必要
以上にキャッシュを大きくしたくはないものです。このトピックを使って、最良のノードサイズを選択
することができます。

• キャッシング戦略とベストプラクティス (p. 153)

クラスターの効率に影響を及ぼす可能性がある問題を特定し、対処します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用する場合は、これらのドキュメントを使用すると、使用
開始に役立ちます。

• AWS Command Line Interface ドキュメント

このセクションには、AWS CLI のダウンロード、システムでの AWS CLI の実行、AWS 認証情報の指定
に関する情報が記載されています。

• AWS CLI ElastiCache のドキュメント

この別個のドキュメントは、構文と例などを含むすべての AWS CLI for ElastiCache コマンドについて
説明します。

一般に使用されているさまざまなプログラミング言語を使用して、ElastiCache API を使用するアプリケー
ションプログラムを記述できます。次にいくつかのリソースを示します。

• アマゾン ウェブ サービスのツール

Amazon Web Services には、ElastiCache for Memcached をサポートする多数のソフトウェア開発キッ
ト (SDK) が用意されています。ElastiCache のコードは、Java、.NET、PHP、Ruby、および他の言語
を使用できます。これらの SDK では、リクエストが ElastiCache の形式に設定されて、レスポンスが解
析され、再試行ロジックとエラー処理が提供されるため、アプリケーション開発が大幅に簡略化されま
す。

• ElastiCache API の使用 (p. 328)
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ElastiCache for Memcached のリソース

AWS SDK を使用しない場合、クエリ API を使用して ElastiCache を直接操作することができます。リ
クエストを作成および認証してレスポンスを処理する際のトラブルシューティングのヒントと情報をこ
のセクションで確認できます。

• Amazon ElastiCache API リファレンス

この別個のドキュメントでは、構文と例などを含む、ElastiCache API オペレーションに関するすべてを
説明します。
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ElastiCache for Memcached のコンポーネントと機能

ElastiCache for Memcached のコンポーネントと機
能

ここでは、Amazon ElastiCache for Memcached デプロイメントの主なコンポーネントの概要を確認でき
ます。

トピック
• ElastiCache のノード (p. 6)
• ElastiCache for Memcached クラスター (p. 7)
• AWS リージョンとアベイラビリティーゾーン (p. 8)
• ElastiCache for Memcached のエンドポイント (p. 8)
• ElastiCache パラメータグループ (p. 8)
• ElastiCache のセキュリティ (p. 9)
• ElastiCache セキュリティグループ (p. 9)
• ElastiCache サブネットグループ (p. 9)
• ElastiCache for Memcached のイベント (p. 10)

ElastiCache のノード
ノードとは、ElastiCache のデプロイにおける最小の構成要素です。ノードは他のノードから分離する
か、一定の関係を設定できます。

ノードは、安全なネットワークに接続された RAM の固定サイズの断片です。各ノードは、Memcached の
インスタンスを実行します。必要に応じて、異なるインスタンスタイプにノードのクラスターを拡大また
は縮小できます。詳細については、「ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリング (p. 170)」
を参照してください。

クラスター内の各ノードは同じインスタンスタイプで、同じキャッシュエンジンを実行します。各キャッ
シュノードはそれぞれ Domain Name Service (DNS) 名とポートを持っています。それぞれ関連付けられて
いる異なるメモリ量で、複数のタイプのキャッシュノードがサポートされています。サポートされるイン
スタンスタイプノードのリストについては、「サポートされているノードの種類 (p. 49)」を参照してく
ださい。

使用したノードの分だけを支払う、従量課金制でノードを購入することができます。または、時間当たり
の大幅な割引率でリザーブドノードを購入することもできます。使用率が高い場合は、リザーブドノード
を購入するほうがコストを削減できます。クラスターを常に使用しており、急激な使用率の増加には一時
的にノードを追加して対処しているとします。この場合、多数のリザーブドノードを購入してほとんどの
時間実行することができます。一時的にノードを追加する必要がある場合は従量制料金で購入できます。
リザーブドノードの詳細については、「ElastiCache のリザーブドノード (p. 56)」を参照してくださ
い。

Memcached エンジンは自動検出をサポートしています。自動検出は、クライアントプログラムが、
キャッシュクラスター内のすべてのノードを識別し、それらのすべてのノードへの接続を開始して維持
する機能です。自動検出を使用すると、手動でアプリケーションを個々のノードに接続する必要はあり
ません。自動的に設定エンドポイントに接続されます。設定エンドポイント DNS エントリには、キャッ
シュノードエンドポイントごとの CNAME エントリが含まれています。したがって、設定エンドポイン
トに接続することによって、アプリケーションはクラスター内のすべてのノードに関する情報を入手し、
すべてのノードに接続できます。アプリケーションで個々のキャッシュノードエンドポイントをハード
コードする必要はありません。自動検出の詳細については、「クラスター内のノードを自動的に識別す
る (p. 108)」を参照してください。

ノードの詳細については、「ノードの管理 (p. 46)」を参照してください。
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クラスター

ElastiCache for Memcached クラスター
Memcached クラスター は、単一または複数の ElastiCache のノード (p. 6) の論理グループです。
データは Memcached クラスター内のノード間で分割されます。

クラスターを対象とした多くの ElastiCache オペレーションがあります。

• クラスターの作成
• クラスターの変更
• クラスターの削除
• クラスターのエレメントの表示
• クラスター間で送受信されるコスト配分タグの追加または削除

詳細については、次の関連トピックを参照してください。

• クラスターの管理 (p. 67) および ノードの管理 (p. 46)

クラスター、ノードおよび関連オペレーションに関する情報。
• AWS サービスの制限: Amazon ElastiCache

ノードまたはクラスターの最大数など、ElastiCache の制限についての情報。

これらの制限を超過する必要がある場合は、Amazon ElastiCache キャッシュノードリクエストフォー
ムを使用してリクエストを作成します。

• 障害の軽減 (p. 322)

クラスターの耐障害性向上に関する情報。

一般的なクラスターの設定
Memcached は、各 AWS リージョンのお客様あたり最大 300 のノードと、1～40 のノードを持つ各クラ
スターをサポートします。Memcached クラスターのノードにデータを分割することができます。

Memcached エンジンを実行している場合、クラスターは 1～40 個のノードを持つことができます。デー
タベースをノード間で分割できます。アプリケーションによって各ノードのエンドポイントに対して読み
書きされます。詳細については、「クラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してくだ
さい。

耐障害性を改善するために、クラスターの AWS リージョン内のさまざまなアベイラビリティーゾーン 
(AZs) に Memcached ノードを配置します。この方法により、1 つのアベイラビリティーゾーンで発生した
障害がクラスター全体とアプリケーションに与える影響を最小限にできます。詳細については、「障害の
軽減 (p. 322)」を参照してください。

Memcached クラスターの需要の変化に合わせて、ノードの追加や削除で規模を拡大したり縮小したりで
きます。また、新しいノードにまたがってデータを再分割できます。データを分割するときは、整合性の
あるハッシュを使用することをお勧めします。整合性のあるハッシュの詳細については、「効率的な負荷
分散のための ElastiCache クライアントの設定 (p. 158)」を参照してください。次の図は、単一ノードと
複数ノードの Memcached クラスターの例です。
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AWS リージョンとアベイラビリティーゾーン

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーン
Amazon ElastiCache for Memcached は、世界中の複数の AWS リージョンで利用できます。したがって、
ビジネスの要件に合った場所で ElastiCache クラスターを起動できます。たとえば、お客様の最寄りの 
AWS リージョンで起動するか、または特定の法的要件を満たすことができます。

デフォルトでは、AWS SDK、AWS CLI、ElastiCache API および ElastiCache コンソールは、米国西
部 (オレゴン) リージョンを参照しています。ElastiCache が新しい AWS リージョンでも利用可能にな
ると、その AWS リージョンの新しいエンドポイントもアプリケーションの HTTP リクエスト、AWS 
SDK、AWS CLI、および ElastiCache コンソールで利用できるようになります。

各 AWS リージョンは、他の AWS リージョンと完全に分離されるように設計されています。各リージョ
ン内には複数のアベイラビリティーゾーンがあります。別のアベイラビリティーゾーンでノードを起動し
て、最大限の耐障害性を実現できます。AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、
「リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択 (p. 36)」を参照してください。

ElastiCache でサポートされている AWS リージョンおよびそのエンドポイントについては、「サポートさ
れているリージョンおよびエンドポイント (p. 38)」を参照してください。

ElastiCache for Memcached のエンドポイント
エンドポイントは、アプリケーションが ElastiCache ノードまたはクラスターに接続するのに使用する一
意のアドレスです。

Memcached クラスターの各ノードには、独自のエンドポイントがあります。クラスターには、設定エン
ドポイントと呼ばれるエンドポイントもあります。自動検出を有効にして設定エンドポイントに接続した
場合、クラスターからノードの追加や削除を行った後であっても、アプリケーションは自動的に各ノード
エンドポイントを検出します。詳細については、「クラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」
を参照してください。

詳細については、「接続エンドポイントの検索 (p. 104)」を参照してください。

ElastiCache パラメータグループ
キャッシュパラメータグループは、サポートされるエンジンソフトウェアのランタイム設定を管理する簡
単な方法です。パラメーターは、メモリの使用状況、削除のポリシー、項目サイズなどを制御するために
使用されます。ElastiCache パラメータグループはクラスターに適用可能なエンジン固有パラメータの名
前付きコレクションです。これにより、そのクラスター内のすべてのノードがまったく同じ方法で設定さ
れていることを確認します。

サポートされているパラメーターのリスト、デフォルト値、変更可能なパラメーターについては、
「DescribeEngineDefaultParameters」(describe-engine-default-parameters) を参照してください。

ElastiCache パラメータグループの詳細については、「パラメータグループを使用したエンジンパラメー
タの設定 (p. 174)」を参照してください。

API バージョン 2015-02-02
8

https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/APIReference/API_DescribeEngineDefaultParameters.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elasticache/describe-engine-default-parameters.html


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

セキュリティ

ElastiCache のセキュリティ
セキュリティ強化のため、ElastiCache ノードのアクセスは、ホワイトリストに登録された Amazon EC2 
インスタンスで実行されているアプリケーションに制限されます。セキュリティグループを使用すること
で、クラスターへのアクセスが許可される Amazon EC2 インスタンスを制御できます。

デフォルトでは、すべての新しい ElastiCache クラスターは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) 環境で起動します。サブネットグループを使用して、特定のサブネットで実行されている Amazon 
EC2 インスタンスからのクラスターアクセスを許可できます。Amazon VPC の外部で実行することを選択
した場合、セキュリティグループを作成して、特定の Amazon EC2 セキュリティグループ内で実行されて
いる Amazon EC2 インスタンスを承認できます。

ElastiCache セキュリティグループ
Note

ElastiCache セキュリティグループは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 環境で実行
されていないクラスターにのみ適用されます。ElastiCache ノードを Amazon VPC で実行してい
る場合は、Amazon VPC セキュリティグループでキャッシュクラスターへのアクセスを制御しま
す。これは、ElastiCache セキュリティグループとは異なります。
Amazon VPC での ElastiCache の使用に関する詳細は、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュ
リティ (p. 209)」を参照してください。

ElastiCache を使用すると、セキュリティグループを使用して、クラスターへのアクセスを制御すること
ができます。セキュリティグループは、クラスターへのネットワークアクセスをコントロールするファイ
アウォールのように動作します。デフォルトでは、クラスターへのネットワークアクセスはオフになって
います。アプリケーションからキャッシュクラスターにアクセスできるようにするには、特定の Amazon 
EC2 セキュリティグループのホストからのアクセスを明示的に有効にする必要があります。進入ルールの
設定後、同じルールがそのセキュリティグループに関連するすべてのクラスターに適用されます。

クラスターへのネットワークアクセスを許可するには、まずセキュリティグループを作成しま
す。AuthorizeCacheSecurityGroupIngress API アクションまたは authorize-cache-security-group-ingress
AWS CLI コマンドを使用して、目的の Amazon EC2 セキュリティグループを承認します。その結果、許
可される Amazon EC2 インスタンスが指定されます。セキュリティグループは、作成時にクラスターに関
連付けるか、ElastiCache マネジメントコンソールまたは ModifyCacheCluster、 または ElastiCache コマ
ンドの (modify-cache-cluster) AWS CLI を使用します。

Important

IP レンジベースのアクセスコントロールは現在、クラスターでは有効になっていません。クラス
ターのすべてのクライアントは、Amazon EC2 ネットワーク内にある必要があり、前に説明した
ように、セキュリティグループによって許可されている必要があります。

セキュリティグループの詳細については、セキュリティグループ: EC2-Classic (p. 241) を参照してくだ
さい。

ElastiCache サブネットグループ
サブネットグループは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 環境で実行しているクラスターに対
して指定できるサブネット (通常はプライベート) の集合です。

Amazon VPC でクラスターを作成する場合は、キャッシュサブネットグループを指定する必要がありま
す。ElastiCache はそのキャッシュサブネットグループを使用して、そのサブネット内でノードに関連付
けるサブネットおよび IP アドレスを選択します。

Amazon VPC 環境でのキャッシュサブネットグループの使用方法の詳細については、「Amazon VPC と 
ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」、「ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23)」、お
よび「サブネットおよびサブネットグループ (p. 232)」を参照してください。
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イベント

ElastiCache for Memcached のイベント
重要なイベントがキャッシュクラスター上で発生すると、ElastiCache から特定の Amazon SNS トピック
に通知が送信されます。重要なイベントには、ノードの追加の失敗、ノードの追加の成功、セキュリティ
グループの変更などが含まれます。主要イベントをモニタリングすることで、クラスターの現在の状態を
知り、イベントに基づいて是正措置を取ることができます。

ElastiCache イベントの詳細については、「ElastiCache イベントのモニタリング (p. 308)」を参照して
ください。
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実装を管理するためのツール

実装を管理するためのツール
Amazon EC2 インスタンスに ElastiCache クラスターへのアクセスを許可した場合、ElastiCache ク
ラスターを管理するには、AWS Management Console、AWS CLI for ElastiCache、AWS SDK for 
ElastiCache、および ElastiCache API の 4 つの方法があります。

AWS Management Console の使用
AWS Management Console は、Amazon ElastiCache for Memcached を管理する最も簡単な方法です。こ
のコンソールを使用すると、コードを記述しなくても、キャッシュクラスターの作成、キャッシュノード
の追加と削除、他の管理タスクを実行することができます。コンソールには、CloudWatch からのキャッ
シュノードパフォーマンスグラフも表示され、キャッシュエンジンアクティビティ、メモリと CPU の使
用率などのメトリクスが示されます。詳細については、この「ユーザーガイド」の特定のトピックを参照
してください。

AWS CLI の使用
また、AWS Command Line Interface (AWS CLI) for ElastiCache を使用することもできます。AWS CLI で
は、キャッシュクラスターの起動や停止など、1 つずつ行うオペレーションを簡単に実行できます。さら
に、選択したスクリプト言語から AWS CLI for ElastiCache コマンドを呼び出して、繰り返し行うタスク
を自動化することもできます。AWS CLI の詳細については、 「ユーザーガイド 」と「AWS CLI コマンド
リファレンス」を参照してください。

AWS SDK の使用
アプリケーションから ElastiCache にアクセスする場合、AWS Software Development Kit（SDK）のいず
れかを使用できます。SDK は、ElastiCache API コールをラップし、ElastiCache API の低レベルの詳細か
らアプリケーションを隔離します。開発者が認証情報を指定すれば、SDK ライブラリによって認証とリ
クエスト署名の処理が自動的に行われます。AWS SDK の使用方法についての詳細は、「アマゾン ウェブ 
サービスのツール」を参照してください。

ElastiCache API の使用
さらに、ElastiCache ウェブサービス API に対して直接アプリケーションコードを記述することもでき
ます。API を使用する場合、HTTP リクエストの構築と認証、ElastiCache からの結果の解析、エラー
の処理に必要なコードを記述する必要があります。 API の詳細については、「ElastiCache API の使
用 (p. 328)」を参照してください。

以下も参照してください。
Amazon ElastiCache for Memcached のデプロイメントの管理に関する詳細については、以下を参照して
ください。

• Memcached 実装用 ElastiCache の管理 (p. 139)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 209)
• 使用状況、イベント、コストのモニタリング (p. 295)
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Memcached と Redis の比較
Amazon ElastiCache では、Memcached と Redis のキャッシュエンジンがサポートされます。各エンジン
にはいくつかのメリットがあります。このトピックの情報を参考にして、要件を満たす最適なエンジンと
バージョンを選択してください。

Important

キャッシュクラスターまたはレプリケーショングループの作成後、より新しいエンジンバージョ
ンにアップグレードできますが、以前のエンジンバージョンにダウングレードすることはできま
せん。以前のエンジンバージョンを使用する場合は、既存のキャッシュクラスターまたはレプリ
ケーショングループを削除し、それを以前のエンジンバージョンでもう一度作成する必要があり
ます。

見かけ上エンジンは似ています。それぞれのエンジンは、インメモリキー/値ストアです。ただし、実際に
は大きな違いがあります。

以下がお客様の状況に当てはまる場合は、Memcached を選択します。

• できるだけシンプルなモデルが必要である。
• 複数のコアまたはスレッドを持つ大きなノードを実行する必要がある。
• システムでの需要の増減に応じてノードを追加または削除するスケールアウトおよびスケールイン機能

が必要である。
• オブジェクトをキャッシュする必要があります。

以下の状況が当てはまる場合は、Redis を ElastiCache for Redis のバージョンとともに選択しま
す。

• ElastiCache for Redis バージョン 7.0 (拡張)

Redis 関数、シャードされた Pub/Sub、または Redis ACL の改善を使用したい。詳細については、
「Redis バージョン 7.0 (拡張)」を参照してください。

• ElastiCache for Redis バージョン 6.2 (拡張)

r6gd ノードタイプを使用して、メモリと SSD の間でデータを階層化する機能が必要です。詳細につい
ては、データ階層化を参照してください。

• ElastiCache for Redis バージョン 6.0 (拡張)

ロールベースのアクセスコントロールを使用してユーザーを認証します。

詳細については、Redis バージョン 6.0 (拡張) を参照してください。
• ElastiCache for Redis バージョン 5.0.0 (拡張)

プロデューサーが新しいアイテムをリアルタイムで追加できるようにし、コンシューマーがブロッキン
グまたはノンブロッキングの方法でメッセージを使用できるようにもするログデータ構造である Redis 
ストリームを使用します。

詳細については、「Redis バージョン 5.0.0 (拡張)」を参照してください。
• ElastiCache for Redis バージョン 4.0.10 (拡張)

暗号化および Redis (クラスターモードが有効) クラスターからのシャードの動的な追加または削除をサ
ポートします。

詳細については、「Redis バージョン 4.0.10 (拡張)」を参照してください。
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以下のバージョンは廃止か、終了か、間もなく終了します。

• ElastiCache for Redis バージョン 3.2.10 (拡張)

Redis (クラスターモードが有効) クラスターからシャードを動的に追加または削除する機能をサポート
します。

Important

現在、ElastiCache for Redis 3.2.10 は暗号化をサポートしていません。

詳細については、次を参照してください。
• Redis バージョン 3.2.10 (拡張)
• Redis のオンラインリシャーディングのベストプラクティスについては、以下を参照してください。

• ベストプラクティス: オンラインリシャーディング
• Redis 用のオンラインリシャーディングおよびシャードの再分散 (クラスターモードが有効)

• Redis クラスターのスケーリングの詳細については、「スケーリング」を参照してください。

• ElastiCache for Redis バージョン 3.2.6 (拡張)

以前のバージョンの Redis の機能に加え、以下の機能が必要な場合は、ElastiCache for Redis 3.2.6 を選
択します。
• 転送時の暗号化 詳細については、「Amazon ElastiCache for Redis の転送時の暗号化」を参照してく

ださい。
• 保管時の暗号化 詳細については、「Amazon ElastiCache for Redis の保管時の暗号化」を参照してく

ださい。
• HIPAA 適格性の認定。詳細については、「Amazon ElastiCache for Redis の HIPAA 適格性」を参照

してください。

• ElastiCache for Redis (クラスターモードが有効) バージョン 3.2.4

Redis 2.8.x の機能に加え、以下の機能が必要な場合は、Redis 3.2.4 (クラスターモード) を選択します。
• 2～500 のノードグループ間でデータを分割する必要がある (クラスターモードのみ)。
• 地理空間インデックス作成 (クラスターモードまたは非クラスターモード) が必要。
• 複数のデータベースをサポートする必要がない。

• ElastiCache for Redis (非クラスターモード) 2.8.x および 3.2.4 (拡張)

以下がお客様の状況に当てはまる場合は、Redis 2.8.x または Redis 3.2.4 (非クラスターモード) を選択
します。
• 文字列、ハッシュ、リスト、セット、ストアドセット、ビットマップなど、複雑なデータ型が必要で

ある。
• インメモリデータセットをソートまたはランク付けする必要がある。
• キーストアの永続性が必要である。
• 読み取り量が多いアプリケーションのために、プライマリからのデータを 1 つ以上のリードレプリカ

にレプリケートする必要がある。
• プライマリノードが失敗した場合に、自動的なフェイルオーバーが必要である。
• 発行とサブスクライブ (pub/sub) 機能が必要—クライアントにサーバー上のイベントを通知する必要

がある。
• バックアップと復元の機能が必要である。
• 複数のデータベースをサポートする必要がある。
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Memcached、Redis (クラスターモードが無効)、Redis (クラスターモードが有効) の比較の概要

Memcached Redis (クラスターモー
ドが無効)

Redis (クラスターモー
ドが有効)

Engine versions+ 1.4.5 and later 4.0.10 and later 4.0.10 and later

2.8.x - Complex *Data types Simple 

Complex 

3.2.x and later - 
Complex 

Data partitioning Yes No Yes

Cluster is modifiable Yes Yes 3.2.10 and later - 
Limited

Online resharding No No 3.2.10 and later

Encryption in-transit 1.6.12 and 
later

4.0.10 and later 4.0.10 and later

Data tiering No 6.2 and later 6.2 and later

コンプライアンス認定

Compliance Certification

    FedRAMP

    HIPAA

    PCI DSS

 

はい – 1.6.12 以降

はい – 1.6.12 以降

はい

 

4.0.10 以降

4.0.10 以降

4.0.10 以降

 

4.0.10 以降

4.0.10 以降

4.0.10 以降

Multi-threaded Yes No No

Node type upgrade No Yes Yes

Engine upgrading Yes Yes Yes

High availability 
(replication)

No Yes Yes

Automatic failover No Optional Required

Pub/Sub capabilities No Yes Yes

Sorted sets No Yes Yes

Backup and restore No Yes Yes

Geospatial indexing No 4.0.10 and later Yes

注記:

 string, objects (like databases)

* string, sets, sorted sets, lists, hashes, bitmaps, hyperloglog

 string, sets, sorted sets, lists, hashes, bitmaps, hyperloglog, geospatial indexes

+ Excludes versions which are deprecated, have reached or soon to reach end of life.
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クラスターのエンジンを選択した後は、そのエンジンの最新バージョンを使用することをお勧めします。
詳細については、「サポートされている ElastiCache for Memcached バージョン」または「サポートされ
ている ElastiCache for Redis バージョン」を参照してください。。
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セットアップ

Amazon ElastiCache for Memcached 
の使用開始

このセクションのトピックでは、ElastiCache コンソールを使用して Memcached クラスターの作成、ア
クセス許可の付与、接続と、最終的には削除のプロセスについて説明します。

トピック
• セットアップ (p. 16)
• Memcached クラスターを作成して接続する (p. 19)
• チュートリアル: Amazon VPC の Amazon ElastiCache にアクセスする Lambda 関数の設定 (p. 25)
• ElastiCache のチュートリアルと動画 (p. 30)
• 次のステップ (p. 35)

セットアップ
以下のトピックでは、ElastiCache の使用を開始する場合に 1 回のみ実行する必要がある操作を説明して
います。

トピック
• AWS アカウントを作成する (p. 16)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 17)
• アクセス許可を設定する (新規の ElastiCache ユーザーのみ) (p. 18)
• AWS CLI のダウンロードと設定 (p. 19)

AWS アカウントを作成する
AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。
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プログラム的なアクセス権を付与する

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
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アクセス許可を設定する (新規の ElastiCache ユーザーのみ)

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

関連トピック:

• IAM ユーザーガイドの IAM とは
• AWS 全般リファレンスの AWS セキュリティ認証情報

アクセス許可を設定する (新規の ElastiCache ユー
ザーのみ)
アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:

API バージョン 2015-02-02
18

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-configure-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_use-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-authentication-user.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/access-iam-users.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/howtocreatepermissionset.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド
AWS CLI のダウンロードと設定

• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー
ザー用ロールの作成」を参照してください。

• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。
「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

Amazon ElastiCache はサービスにリンクされたロールを作成し、それを使ってリソースをプロビジョニン
グして、お客様の代わりに他の AWS リソースとサービスにアクセスします。ElastiCache がサービスにリ
ンクされたロールを作成できるように、AmazonElastiCacheFullAccess という AWS 管理ポリシーを
使用してください。このロールには、サービスにリンクされたロールをサービスがユーザーに代わって作
成するために必要なアクセス許可が事前に設定されています。

デフォルトのポリシーを使用せず、代わりにカスタム管理ポリシーを使用することもできます。この場
合、iam:createServiceLinkedRole を呼び出すアクセス許可を持っているか、自分が ElastiCache 
サービスにリンクされたロールを作成している必要があります。

詳細については、次を参照してください。

• 新しいポリシーの作成 (IAM)
• Amazon ElastiCache の AWS 管理 (事前定義) ポリシー (p. 269)
• Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 285)

AWS CLI のダウンロードと設定
AWS CLI は、http://aws.amazon.com/cli で入手できます。Windows、MacOS、または Linux 上で実行でき
ます。AWS CLI をダウンロードしたら、以下の手順に従って、インストールと設定を行います。

1. AWS コマンドラインインターフェイスのユーザーガイドに移動します。
2. 「AWS CLI のインストール」および「AWS CLI の設定」の手順に従います。

Memcached クラスターを作成して接続する
AWS アカウントとアクセス許可を設定したので、クラスターを作成して ElastiCache for Memcached を試
すことができます。以下のセクションでは、その方法について説明します。

トピック
• ステップ 1: クラスターの要件の特定 (p. 19)
• ステップ 2: クラスターを作成する (p. 20)
• ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23)
• ステップ 4: クラスターのノードに接続する (p. 24)
• ステップ 5: クラスターの削除 (追加料金の発生を防ぐため) (p. 25)

ステップ 1: クラスターの要件の特定
Memcached クラスターを作成する前に、必ずクラスターの要件を特定して、クラスターの作成時にビ
ジネスニーズを満たし、作成し直す必要がないようにする必要があります。この演習では、大部分は
クラスターのデフォルト値を受け入れるため、要件の確認は省きます。詳細については、「要件の特
定 (p. 69)」を参照してください。
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ステップ 2: クラスターを作成する
ここで起動するクラスターはライブとなります。サンドボックスで実行されるわけではありません。イ
ンスタンスを削除するまで、ElastiCache の標準使用料が発生します。ここで説明する演習を一気に完了
し、終了時にクラスターを削除すれば、使用料合計はごくわずかです (通常 1 ドル未満です)。ElastiCache 
の使用料の詳細については、「https://aws.amazon.com/elasticache/」を参照してください。

Important

Amazon VPC でクラスターが起動されます。クラスターの作成を開始する前に、サブネットグ
ループを作成する必要があります。詳細については、「サブネットグループの作成 (p. 234)」を
参照してください。

ElastiCache for Memcached クラスターを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上隅にあるリストから、このクラスターを起動する AWS リージョンを選択します。
3. [Get started] (開始する) を選択します。
4. [Create VPC] (VPC の作成) を選択し、「Virtual Private Cloud (VPC) の作成」のステップに従いま

す。
5. ElastiCache ダッシュボードページで、[Create cluster] (クラスターを作成) を選択して、[Create 

Memcached cluster] (Memcached クラスターを作成) を選択します。
6. [Location] (場所):

AWS Cloud

1. [Cluster info] (クラスター情報) で、以下の手順を実行します。

a. [Name] (名前) に値を入力します。
b. (オプション) [Description] (説明) の値を入力します。

2. [Cluster settings] (クラスター設定)

a. [Engine version] (エンジンバージョン) で、使用可能なバージョンを選択します。
b. [Port] (ポート) の値は、デフォルトポート (11211) のままにしておきます。理由があって

異なるポートを使用する場合は、そのポート番号を入力します。
c. [Parameter group] (パラメータグループ) で、このクラスターで使用するパラメータグ

ループを選択するか、[Create new] (新規作成) を選択して、このクラスターで使用する
新しいパラメータグループを作成します。この演習では、[default] のパラメータグルー
プを受け入れます。

詳細については、「パラメータグループを作成する (p. 176)」を参照してください。
d. [Node type] で、このクラスターに使用するノードタイプを選択します。この演習では、

デフォルトのノードタイプのままにするか、別のノードタイプを選択することができま
す。

詳細については、「Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)」を参照してください。

別のノードタイプを選択するには:

i. デフォルトのノードタイプの右にある下矢印を選択します。
ii. このクラスターのノードに使用する [Instance family] を選択します。これは単なる

演習なので、コスト節約のために t2 を選択します。
iii. 使用可能なノードタイプから、このクラスターに使用するノードタイプの左に

あるボックスを選択します。これは単なる演習なので、コスト節約のために
cache.t2.small を選択します。
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iv. [Save (保存)] を選択します。
e. [Number of nodes] リストで、このクラスターでプロビジョニングするノード (パーティ

ション) の数を選択します。
f. [Connectivity] (接続) で

i. [Network type] (ネットワークタイプ) で、このクラスターがサポートする IP バー
ジョンを選択します。

ii. [Subnet groups] (サブネットグループ) で、このクラスターに適用するサブネット
を選択します。ElastiCache はそのキャッシュサブネットグループを使用して、
そのサブネット内でノードに関連付けるサブネットおよび IP アドレスを選択しま
す。ElastiCache クラスターでは、デュアルスタックモードで動作するには IPv4 ア
ドレスと IPv6 アドレスの両方が割り当てられたデュアルスタックサブネットが必要
であり、IPv6 専用として動作するには IPv6 専用サブネットが必要です。

新しいサブネットグループを作成するときは、そのサブネットグループが属する
VPC ID を入力します。

詳細については、以下を参照してください。

• ネットワークタイプの選択 (p. 68).
• VPC にサブネットを作成します。

ElastiCache での Local Zones の使用  (p. 42) である場合は、ローカルゾーンに
あるサブネットを作成または選択する必要があります。

詳細については、「サブネットおよびサブネットグループ (p. 232)」を参照してく
ださい。

g. [Availability zone placements] (アベイラビリティーゾーンの配置) には 2 つのオプション
があります。

• [No preference] – ElastiCacheによって、各ノードのアベイラビリティーゾーンが選択
されます。

• [アベイラビリティーゾーンの指定] – 各ノードに対するアベイラビリティーゾーンを指
定します。

この演習では、[Specify availability zones] を選択してから、各ノードのアベイラビリ
ティーゾーンを選択します。

詳細については、「リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択 (p. 36)」を参照し
てください。

3. [Advanced settings] (詳細設定) で、以下の手順を実行します。

a. [Security] (セキュリティ):

i. データを暗号化するには、[Encryption in-transit] (送信中の暗号化) を有効にすること
ができます。これにより、送信中のデータの暗号化を有効にします。詳細について
は、「転送中の暗号化」を参照してください。

ii. [Selected security groups] (選択したセキュリティグループ) リストで、このクラス
ターに使用するセキュリティグループを選択するか、新しく作成します。この演習
では、デフォルトのセキュリティグループのままにします。

詳細については、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」を参
照してください。
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b. i. [Maintenance window] では、ElastiCache によってクラスターに対してスケジュー
ルされる毎週のシステムメンテナンス期間 (通常は 1 時間) を指定します。これには 
2 つのオプションがあります。

• [No preference]—ElastiCache によってクラスターのメンテナンスウィンドウの曜
日と時刻が選択されます。

• [Specify maintenance window]—クラスターのメンテナンスウィンドウの曜日、開
始時刻、および期間を選択します。

ii. クラスターを作成した後に、クラスターを変更して別のメンテナンスウィンドウを
指定することができます。詳細については、「メンテナンスの管理 (p. 169)」を参
照してください。

c. [Tags] (タグ) で、クラスターと他の ElastiCache リソースを管理しやすくするために、
タグ形式で各リソースに独自のメタデータを割り当てることができます。詳細について
は、「ElastiCache リソースのタグ付け」を参照してください。

d. [Next] (次へ) をクリックします。
e. 設定を確認し、問題がなかったら、[Create] (作成) を選択します。

On premises

クラスターの作成を完了するには、「Outposts の使用」の手順に従います。
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ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可
このセクションでは、Amazon EC2 インスタンスの起動と接続に慣れていることを前提としています。詳
細については、「Amazon EC2 入門ガイド」を参照してください。

すべての ElastiCache クラスターは Amazon EC2 インスタンスからアクセスするように設計されていま
す。最も一般的なシナリオは、同じ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) の Amazon EC2 インス
タンスから ElastiCache クラスターにアクセスすることです。これが、このトピックで説明するシナリオ
です。別の Amazon VPC、別のリージョン、または企業ネットワークから ElastiCache クラスターにアク
セスすることの詳細については、以下を参照してください。

• Amazon VPC の ElastiCache クラスターにアクセスするためのアクセスパターン。 (p. 217)
• AWS 外部からの ElastiCache リソースへのアクセス (p. 100)

デフォルトでは、クラスターへのネットワークアクセスは、クラスターの起動に使用されたユーザーア
カウントに制限されます。EC2 インスタンスからクラスターに接続するには、EC2 インスタンスにクラ
スターへのアクセスを許可する必要があります。必要なステップはクラスターを EC2-VPC で起動した
か、EC2-Classic で起動したかによって異なります。

クラスターへのアクセスを承認するステップについては、「クラスターへのアクセス (p. 94)」を参照し
てください。
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ステップ 4: クラスターのノードに接続する
続ける前に、「ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23)」を完了したことを確認してください。

このセクションでは、Amazon EC2 インスタンスが作成済みであり、このインスタンスに接続できること
を前提としています。これを行う手順については、「Amazon EC2 入門ガイド」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスは、許可されている場合にのみクラスターノードに接続できます。詳細につい
ては、「ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23)」を参照してください。

ノードのエンドポイントを見つける
クラスターが利用可能な状態になり、クラスターへのアクセスを承認したら (ステップ 3: クラスターへの
アクセスの許可 (p. 23))、Amazon EC2 インスタンスにログインし、クラスターに接続できます。そのた
めには、最初にエンドポイントを確認する必要があります。

エンドポイントを見つけるには、次のリストから該当するトピックを参照してください。必要なエンドポ
イントを見つけたら、クリップボードにコピーして次のセクションで使用します。

• 接続エンドポイントの検索 (p. 104)
• クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール) (p. 105)—クラスターの設定エンドポイントが必要で

す。
• エンドポイントの検索 (AWS CLI) (p. 106)
• エンドポイントの検索 (ElastiCache API) (p. 108)

Memcached クラスターに接続する
クラスターが利用可能な状態になり、クラスターへのアクセスを許可したら (ステップ 3: クラスターへの
アクセスの許可 (p. 23))、Amazon EC2 インスタンスにログインし、クラスターに接続できます。

Memcached クラスターへの接続手順については、「ノードに接続する (p. 47)」を参照してください。

API バージョン 2015-02-02
24

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/GettingStartedGuide/


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

ステップ 5: クラスターの削除 (追加料金の発生を防ぐため)

ステップ 5: クラスターの削除 (追加料金の発生を防ぐ
ため)

Important

ほとんどの場合、アクティブに使用していないクラスターの削除が推奨されます。クラスターの
ステータスが削除済みになるまで、利用に対して課金されます。

作業を始める前に、少なくとも「ステップ 2: クラスターを作成する (p. 20)」まで完了したことを確認して
ください。

Memcached クラスターを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. Memcached を実行しているすべてのクラスターのリストを表示するには、左のナビゲーションペイ
ンで、[Memcached] を選択します。

3. 削除するクラスターを選択するには、クラスターのリストからそのクラスターの名前を選択します。

Tip

ElastiCache コンソールから、一度に 1 つずつクラスターを削除できます。複数のクラス
ターを選択すると、削除オペレーションが無効になります。複数のクラスターを削除するに
は、クラスターごとにこのプロセスを繰り返します。

4. [アクション] について [削除] を選択します。
5. [Delete Cluster] 確認画面で、[Delete] を選択してクラスターを削除するか、[Cancel] を選択してクラ

スターを維持します。

[Delete] を選択した場合は、クラスターのステータスが削除中に変わります。

クラスターがクラスターのリストに表示されなくなるとすぐに、課金が停止されます。

これで、最初の ElastiCache for Memcached クラスターの起動、アクセス権の承認、クラスターへの接
続、クラスターの表示、クラスターの削除をひととおり体験しました。

チュートリアル: Amazon VPC の Amazon 
ElastiCache にアクセスする Lambda 関数の設定

このチュートリアルでは、以下の作業を行います。

• デフォルトの us-east-1 リージョンの Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) に Amazon 
ElastiCache クラスターを作成します。

• ElastiCache クラスターにアクセスするための Lambda 関数を作成します。Lambda 関数を作成する際
には、Lambda 関数で VPC 内のリソースにアクセスできるように、Amazon VPC 内のサブネット ID と 
VPC セキュリティグループを指定します。このチュートリアルでは、例示のため、この Lambda 関数で 
UUID の生成、キャッシュへの書き込み、キャッシュからの取得を行います。

• 手動で Lambda 関数を呼び出し、この関数が VPC 内の ElastiCache クラスターにアクセスしたことを
確認します。
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Important

このチュートリアルでは、アカウント内で us-east-1 リージョンのデフォルト Amazon VPC を使
用します。Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの Amazon VPC の開
始方法を参照してください。

トピック
• ステップ 1: ElastiCache クラスターを作成する (p. 26)
• ステップ 2: Lambda 関数を作成する (p. 26)
• ステップ 3: Lambda 関数をテストする (p. 30)

使用を開始する

ステップ 1: ElastiCache クラスターを作成する (p. 26)

ステップ 1: ElastiCache クラスターを作成する
このステップでは、AWS CLI を使用して、アカウントの us-east-1 リージョンにあるデフォルトの 
Amazon Virtual Private Cloud に Amazon ElastiCache クラスターを作成します。ElastiCache コンソー
ルまたは API を使用して ElastiCache クラスターを作成する方法については、ElastiCache ユーザーガイ
ドの「クラスターの作成 (p. 74)」を参照してください。

1. 次の AWS CLI コマンドを実行して、us-east-1 リージョンのデフォルト VPC に Memcached クラス
ターを作成します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id CacheClusterForLambda \ 
    --cache-node-type cache.m3.medium \ 
    --engine memcached \    
    --num-cache-nodes 1 

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id CacheClusterForLambda ^ 
    --cache-node-type cache.m3.medium ^ 
    --engine memcached ^   
    --num-cache-nodes 1 

デフォルトの VPC セキュリティグループは、VPC コンソールで [Security Groups] から参照できま
す。チュートリアルの Lambda 関数ではこのクラスターに対して項目の追加や取得を行います。

2. 起動したキャッシュクラスターの設定エンドポイントをメモします。これは ElastiCache コンソール
から取得できます (接続エンドポイントの検索 (p. 104) を参照)。次のセクションでは、Lambda 関
数コードでこの値を指定します。

次のステップ:

ステップ 2: Lambda 関数を作成する (p. 26)

ステップ 2: Lambda 関数を作成する
このステップでは、次の作業を行います。
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1. 提供されたサンプルの コードを使用して Lambda 関数のデプロイパッケージを作成します。
2. IAM ロール (実行ロール) を作成します。デプロイパッケージのアップロード時には、このロールを指定

する必要があります。これにより、Lambda がロールを引き受け、ユーザーに代わって関数を実行する
ことができます。このロールのアクセス権限ポリシーは、Elastic Network Interface (ENI) をセットアッ
プする権限を AWS Lambda に許可します。これにより Lambda 関数は VPC 内のリソースにアクセス
できるようになります。この例では、Lambda 関数は VPC 内の ElastiCache クラスターにアクセスしま
す。

3. デプロイパッケージをアップロードして、Lambda 関数を作成します。

次のステップ

ステップ 2.1: デプロイパッケージを作成する (p. 27)

ステップ 2.1: デプロイパッケージを作成する
現在、Lambda 関数のサンプルコードは Python でのみ提供されています。

Python

次の例の Python コードでは、#ELC; クラスターに対して項目の読み取り/書き込みを行います。コードを
コピーして、app.py という名前のファイルに保存します。

from __future__ import print_function
import time
import uuid
import sys
import socket
import elasticache_auto_discovery
from pymemcache.client.hash import HashClient

# ElastiCache settings
elasticache_config_endpoint = "your-elasticache-cluster-endpoint:port"
nodes = elasticache_auto_discovery.discover(elasticache_config_endpoint)
nodes = map(lambda x: (x[1], int(x[2])), nodes)
memcache_client = HashClient(nodes)

######
# This function puts into memcache and get from it.
# Memcached is hosted using elasticache
######
def handler(event, context): 

    # Create a random UUID... this will be the sample element we add to the cache. 
    uuid_in = uuid.uuid4().hex 
     
    # Put the UUID to the cache. 
    memcache_client.set('uuid', uuid_in) 
     
    # Get the item (UUID) from the cache. 
    uuid_out = memcache_client.get('uuid') 
     
    # Print the results 
    if uuid_out == uuid_in: 
        # this print should see the CloudWatch Logs and Lambda console. 
        print "Success: Inserted: %s. Fetched %s from memcache." %(uuid_in, uuid_out) 
    else: 
        raise Exception("Bad value retrieved :(. Expected %s got %s." %(uuid_in, 
 uuid_out))  

    return "Fetched value from Memcached"
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前述のコードは、pymemcache および elasticache-auto-discovery ライブラリによって異なりま
す。pip を使用してこれらのライブラリをインストールします。

• pymemcache — Lambda 関数コードはこのライブラリ (pymemcache を参照) を使用して、Memcached 
に対して項目の設定および取得を行う HashClient オブジェクトを作成します。

• elasticache-auto-discovery - Lambda 関数はこのライブラリ (elasticache-auto-discovery を参照) 
を使用して、Amazon ElastiCache クラスター内のノードを取得します。

app.py という名前のファイルに前述の Python コードを保存します。次に、これらのファイルをすべ
て app.zip という名前のファイルに ZIP 圧縮し、デプロイパッケージを作成します。詳細については、
「Creating a Deployment Package (Python)」(デプロイパッケージの作成 (Python)) を参照してください。

次のステップ

ステップ 2.2: IAM ロール (実行ロール) を作成する (p. 28)

ステップ 2.2: IAM ロール (実行ロール) を作成する
このステップでは、次の定義済みロールタイプとアクセスポリシーを使用して AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを作成します。

• AWS Lambda タイプの AWS サービスロール – このロールでは AWS Lambda ロールを引き受けるアク
セス権限が付与されます。

• AWSLambdaVPCAccessExecutionRole – これは、ロールにアタッチするアクセス権限ポリシーです。
このポリシーでは、AWS Lambda が ENI を管理するために必要とする、EC2 アクション用のアクセス
許可が付与されます。この AWS マネージドポリシーは、IAM コンソールで確認できます。

IAM ユーザーロールの詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「ロール (委任とフェデレーション)」
を参照してください。

次の手順に従って IAM ロールを作成します。

IAM (実行) ロールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/iam/ で AWS マネジメントコンソールにサインインして、IAM コン
ソールを開きます。

2. [Roles] (ロール) を選択してから [Create role] (ロールの作成) を選びます。

• [Trusted entity type] (信頼されたエンティティのタイプ) で、[AWS Service] (AWS サービス) を選択
し、[Common use cases] (一般的ユースケース) で、[Lambda] を選択します。これにより、ロール
を引き受けるアクセス権限を AWS Lambda サービスに付与します。[Next] (次へ) をクリックしま
す。

• [Add permissions] (権限の追加) に「lambda-vpc-execution-role」と入力し、[Next] (次へ) を選択し
ます。

• [Role Name] (ロール名) では、AWS アカウント内で一意の名前 (lambda-vpc-execution-role など) を
使用します。

• [Create role] (ロールの作成) を選択します。
3. ロールの ARN をメモします。これは、次のステップで Lambda 関数を作成するときに必要になりま

す。

次のステップ

ステップ 2.3: デプロイパッケージをアップロードする (Lambda 関数を作成する) (p. 29)
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ステップ 2.3: デプロイパッケージをアップロードする (Lambda 
関数を作成する)
このステップでは、create-function AWS CLI コマンドを使用して Lambda 関数 
(AccessMemCached) を作成します。

コマンドプロンプトで、adminuser プロファイルを使用して、次の Lambda CLI create-function コマ
ンドを実行します。

次の create-function コマンドは、.zip ファイルのパスと実行ロールの ARN について実際の値を指
定して更新する必要があります。--runtime のパラメータ値には、コードの記述に使用した言語に応じ
て、python2.7、nodejs、java8 のいずれかを指定します。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws lambda create-function \
--function-name AccessMemCached  \
--region us-east-1 \
--zip-file fileb://path-to/app.zip \
--role execution-role-arn \
--handler app.handler \
--runtime python3.8  \
--timeout 30 \
--vpc-config SubnetIds=comma-separated-vpc-subnet-ids,SecurityGroupIds=default-security-
group-id \
--memory-size 1024

Windows の場合:

$ aws lambda create-function ^
--function-name AccessMemCached  ^
--region us-east-1 ^
--zip-file fileb://path-to/app.zip ^
--role execution-role-arn ^
--handler app.handler ^
--runtime python3.8  ^
--timeout 30 ^
--vpc-config SubnetIds=comma-separated-vpc-subnet-ids,SecurityGroupIds=default-security-
group-id ^
--memory-size 1024

VPC のサブネット ID およびデフォルトのセキュリティグループ ID は、VPC コンソールで確認できま
す。

オプションとして、同じ AWS リージョンの バケットに .zip ファイルをアップロードし、前述のコマンド
でそのバケットとオブジェクト名を指定することもできます。以下に示すように、--zip-file パラメー
タを --code パラメータで置き換える必要があります。

--code S3Bucket=bucket-name,S3Key=zip-file-object-key

AWS Lambda コンソールを使用して Lambda 関数を作成することもできます。関数を作成する際に
は、Lambda 用の VPC を選択し、表示されたフィールドでサブネットとセキュリティグループを選択しま
す。

次のステップ

ステップ 3: Lambda 関数をテストする (p. 30)

API バージョン 2015-02-02
29



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

ステップ 3: Lambda 関数をテストする

ステップ 3: Lambda 関数をテストする
このステップでは、invoke コマンドを使用して Lambda 関数を手動で呼び出します。Lambda 関数を実
行すると、UUID を生成し、Lambda コードで指定された ElastiCache クラスターに、その UUID を書き込
みます。次に、Lambda 関数はキャッシュから項目を取得します。

1. AWS Lambda invoke コマンドを使用して Lambda 関数 (AccessMemCache) を呼び出す

Linux、macOS、Unix の場合:

aws lambda invoke \
--function-name AccessMemCache  \
--region us-east-1 \
--profile adminuser \
output.txt   

Windows の場合:

aws lambda invoke ^
--function-name AccessMemCache  ^
--region us-east-1 ^
--profile adminuser ^
output.txt   

2. Lambda 関数が正常に実行されたことを、次のように確認します。

• output.txt ファイルを確認します。
• AWS Lambda コンソールで結果を確認します。
• CloudWatch Logs で結果を確認します。

ElastiCache のチュートリアルと動画
次のチュートリアルでは、Amazon ElastiCache ユーザーにとって興味深いタスクを紹介します。

• ElastiCache の動画 (p. 31)
• チュートリアル: Amazon VPC の Amazon ElastiCache にアクセスする Lambda 関数の設定
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ElastiCache の動画
Amazon ElastiCache の基本的な概念と高度な概念を理解できる動画を以下で確認できます。AWS トレー
ニングの詳細については、「AWS トレーニングと認定」を参照してください。

トピック
• 入門者向け動画 (p. 31)
• 上級者向けの動画 (p. 32)

入門者向け動画
次の動画では、Amazon ElastiCache について紹介しています。

トピック
• AWS re:Invent 2020: Amazon ElastiCache の新機能 (p. 31)
• AWS re:Invent 2019: Amazon ElastiCache の新機能 (p. 31)
• AWS re:Invent 2017: Amazon ElastiCache の新機能 (p. 31)
• DAT204 — AWS NoSQL サービスでのスケーラブルなアプリケーションの構築 (re:Invent 

2015) (p. 31)
• DAT207 — Amazon ElastiCache によるアプリケーションパフォーマンスの向上 (AWS re:Invent 

2013) (p. 31)

AWS re:Invent 2020: Amazon ElastiCache の新機能

AWS re:Invent 2020: Amazon ElastiCache の新機能

AWS re:Invent 2019: Amazon ElastiCache の新機能

AWS re:Invent 2019: Amazon ElastiCache の新機能

AWS re:Invent 2017: Amazon ElastiCache の新機能

AWS re:Invent 2017: Amazon ElastiCache の新機能

DAT204 — AWS NoSQL サービスでのスケーラブルなアプリケーションの構築 
(re:Invent 2015)

このセッションでは、NoSQL データベースの利点について説明し、AWS が提供する主な NoSQL サービ
スである Amazon DynamoDB と Amazon ElastiCache の概要を確認します。その後、当社の主要なお客
様である Expedia と Mapbox を取り上げ、ユースケースやアーキテクト上の課題、さらには AWS NoSQL 
サービスを利用した対処方法について、設計パターンやベストプラクティスの情報を交えながら確認しま
す。このセッションを通じて、NoSQL とその強力な機能についての理解を深め、データベース関連の課題
に自信を持って対処できるようになります。

DAT204 — AWS NoSQL サービスでのスケーラブルなアプリケーションの構築 (re:Invent 2015)

DAT207 — Amazon ElastiCache によるアプリケーションパフォーマンスの向上 
(AWS re:Invent 2013)

この動画では、Amazon ElastiCache を使用してインメモリキャッシングシステムを簡単にデプロイして、
アプリケーションパフォーマンスを高める方法について学習できます。Amazon ElastiCache を使用して
アプリケーションのレイテンシーを改善し、データベースサーバーの負荷を下げる方法について説明しま
す。また、アプリケーションが増加しても管理とスケーリングが簡単なキャッシュ Layer を構築する方法
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も示します。このセッション中、キャッシュを有効にすることによりメリットが得られるさまざまなシナ
リオとユースケースについて調べ、Amazon ElastiCache に用意されている機能について説明します。

DAT207 - Amazon ElastiCache によるアプリケーションパフォーマンスの向上 (re:Invent 2013)

上級者向けの動画
次の動画では、Amazon ElastiCache に関するより高度なトピックも取り上げています。

トピック
• Amazon ElastiCache ベストプラクティスによる成功のための設計 (re: Invent 2020) (p. 32)
• Amazon ElastiCache (re: Invent 2019) でリアルタイムアプリを強化する  (p. 32)
• ベストプラクティス: Amazon EC2 から ElastiCache への Redis クラスターの移行 (re: Invent 2019)

 (p. 32)
• Amazon ElastiCache & Amazon Aurora STP11 によるファンタジースポーツプラットフォームのス

ケーリング (re: Invent 2018) (p. 33)
• Amazon ElastiCache を使用したクラウドでの信頼性とスケーラビリティのある Redis (re: Invent 

2018)  (p. 33)
• ElastiCache の詳しい説明: インメモリデータストアのデザインパターン (re: Invent 2018)  (p. 33)
• DAT305 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2017) (p. 33)
• DAT306 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2016) (p. 34)
• DAT407 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2015) (p. 34)
• SDD402 — Amazon ElastiCache の詳細（re: Invent 2014） (p. 34)
• DAT307 - Amazon ElastiCache のアーキテクチャおよびデザインパターンの詳しい説明 (re:Invent 

2013)。 (p. 34)

Amazon ElastiCache ベストプラクティスによる成功のための設計 (re: Invent 
2020)
Redis 上に構築されたビジネスクリティカルなリアルタイムアプリケーションの爆発的な増加に伴
い、可用性、スケーラビリティ、およびセキュリティが最も重要な考慮事項となっています。Amazon 
ElastiCache をオンラインスケーリング、マルチ AZ デプロイ全体にわたる高可用性、およびセキュリティ
設定で正常にセットアップするためのベストプラクティスを学びます。

Amazon ElastiCache ベストプラクティスによる成功のための設計 (re: Invent 2020)

Amazon ElastiCache (re: Invent 2019) でリアルタイムアプリを強化する
クラウド導入の急速な成長と、新しいシナリオにより、アプリケーションには 1 秒間に数百万件のリク
エストをサポートするために、マイクロ秒のレイテンシーと高いスループットが必要です。デベロッパー
は、従来、リアルタイムアプリケーションのデータを管理するために、データ削減技術と組み合わせた
ディスクベースのデータベースのような、特殊なハードウェアと回避策に頼ってきました。これらのアプ
ローチは高価で、スケーラブルではありません。フルマネージド型のインメモリ Amazon ElastiCache を
使用して、究極のパフォーマンス、高いスケーラビリティ、可用性、およびセキュリティを実現し、リア
ルタイムアプリケーションのパフォーマンスを向上させる方法について説明します。

Amazon ElastiCache (re: Invent 2019:) でリアルタイムアプリを強化する

ベストプラクティス: Amazon EC2 から ElastiCache への Redis クラスターの移
行 (re: Invent 2019)
Redis クラスターを自分で管理するのは難しい場合があります。ハードウェアのプロビジョニング、ソフ
トウェアのパッチ適用、データのバックアップ、およびワークロードのモニタリングを常に行う必要が
あります。Amazon ElastiCache 用に新しくリリースされたオンライン移行機能により、Amazon EC2 の
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セルフホスト型 Redis から、クラスターモードを無効にして、完全マネージド型 Amazon ElastiCache に
データを簡単に移動できるようになりました。このセッションでは、新しいオンライン移行ツールについ
て学び、デモを参照し、さらに重要なことは、Amazon ElastiCache へのスムーズな移行のための実践的な
ベストプラクティスを学習します。

ベストプラクティス: Amazon EC2 から ElastiCache への Redis クラスターの移行 (re: Invent 2019)

Amazon ElastiCache & Amazon Aurora STP11 によるファンタジースポーツプ
ラットフォームのスケーリング (re: Invent 2018)

Dream11は、インド有数のスポーツテクノロジーのスタートアップ企業です。同社は、ファンタジーク
リケット、サッカー、バスケットボールなどの複数のスポーツをプレイする 4000 万人以上のユーザーの
成長基盤を持っており、現在、50 ミリ秒の応答時間で毎分 300 万リクエストを生成する 100 万人の同時
ユーザーにサービスを提供しています。このトークでは、Dream11 CTO の Amit Sharma 氏が、 Amazon 
Aurora と Amazon ElastiCache を使用してフラッシュトラフィックを処理する方法について説明していま
す。フラッシュトラフィックは 30 秒の応答枠内で 3 倍になることがあります。Sharma 氏は、ロックな
しでトランザクションをスケーリングすることについても語っています。また、フラッシュトラフィック
を処理するためのステップを共有し、毎日アクティブユーザーに 500 万人にサービスを提供しています。
完全なタイトル: AWS re:Invent 2018: Amazon ElastiCache & Amazon Aurora でファンタジースポーツプ
ラットフォームをスケーリングする (STP11)

Amazon ElastiCache & Amazon Aurora STP11 によるファンタジースポーツプラットフォームのスケーリ
ング (re: Invent 2018)

Amazon ElastiCache を使用したクラウドでの信頼性とスケーラビリティのある 
Redis (re: Invent 2018)

このセッションでは、Redis 互換サービスである Amazon ElastiCache for Redis の機能と機能強化につい
て説明します。Redis 5、スケーラビリティとパフォーマンスの向上、セキュリティとコンプライアンス
など、主要な機能をカバーしています。また、今後の機能とお客様のケーススタディについても説明しま
す。

Amazon ElastiCache を使用したクラウドでの信頼性とスケーラビリティのある Redis (re: Invent 2018)

ElastiCache の詳しい説明: インメモリデータストアのデザインパターン (re: 
Invent 2018)

このセッションでは、Amazon ElastiCache の設計とアーキテクチャについて学ぶために、その裏側をのぞ
いてみます。Redis や Memcached の一般的な設計パターンを示すと共に、お客様がこれらをメモリ内の
データ処理でどのように使用し、レイテンシーを減らしてアプリケーションスループットを向上させたか
を説明します。ElastiCache のベストプラクティス、設計パターン、およびアンチパターンについて概説
します。

ElastiCache の詳しい説明: インメモリデータストアのデザインパターン (re: Invent 2018)

DAT305 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2017)

Amazon ElastiCache の設計やアーキテクチャを理解するために、その裏側を見てみましょ
う。Memcached や Redis の一般的な設計パターンを示すと共に、お客様がこれらをメモリ内のオペレー
ションでどのように使用し、レイテンシーを減らしてアプリケーションスループットを向上させたかを説
明します。このビデオでは、ElastiCache のベストプラクティス、設計パターン、およびアンチパターン
について概説します。

ビデオでは次の機能を紹介しています。

• ElastiCache for Redis のオンラインリシャーディング
• ElastiCache のセキュリティと暗号化
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• ElastiCache for Redis バージョン 3.2.10

DAT305 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2017)

DAT306 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2016)

Amazon ElastiCache の設計やアーキテクチャを理解するために、その裏側を見てみましょ
う。Memcached や Redis の一般的な設計パターンを示すと共に、お客様がこれらをメモリ内のオペレー
ションでどのように使用し、レイテンシーを減らしてアプリケーションスループットを向上させたかを
説明します。このセッションでは、ElastiCache のベストプラクティス、設計パターン、およびアンチパ
ターンについて概説します。

DAT306 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2016)

DAT407 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2015)

Amazon ElastiCache の設計やアーキテクチャを理解するために、その裏側をのぞいてみましょう。ま
ず、Memcached や Redis の一般的な設計パターンを示すと共に、お客様がこれらをメモリ内の操作でど
のように使用し、アプリケーションのレイテンシーやスループットをどのように向上させてきたかを説明
します。このセッションでは、Amazon ElastiCache に関連するベストプラクティス、設計パターン、アン
チパターンについて概説します。

DAT407 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2015)

SDD402 — Amazon ElastiCache の詳細（re: Invent 2014）

この動画では、一般的なキャッシュのユースケース、Memcached エンジンと Redis エンジン、ニーズに
合うエンジンを判断するのに役立つパターン、整合性のあるハッシュ、高速でスケーラブルなアプリケー
ションを構築する他の手段について調べます。Adobe が Amazon ElastiCache を使用してカスタマーエク
スペリエンスを高め、ビジネスを拡大している方法について、Adobe のプリンシパルサイエンティストで
ある Frank Wiebe 氏が詳しく説明します。

DAT402 — Amazon ElastiCache の詳しい説明 (re: Invent 2014)

DAT307 - Amazon ElastiCache のアーキテクチャおよびデザインパターンの詳し
い説明 (re:Invent 2013)。

この動画では、キャッシュ、キャッシュ戦略、拡張、モニタリングについて検討します。ま
た、Memcached エンジンと Redis エンジンの比較も行います。このセッション中、Amazon ElastiCache 
に関連するベストプラクティスとデザインパターンも確認します。

DAT307 - Amazon ElastiCache Architecture のアーキテクチャおよびデザインパターンの詳しい説明 (AWS 
re:Invent 2013)。
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次のステップ

次のステップ
これで入門演習は完了しました。ElastiCache と利用可能なツールについてさらに知識を深めるには、次
の各セクションを参照してください。

• AWS の開始方法
• アマゾン ウェブ サービスのツール
• AWS Command Line Interface
• Amazon ElastiCache API リファレンス

開始方法の演習を完了したら、以下のセクションで ElastiCache の管理に関する詳細を確認できます。

• Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)

キャッシュは、キャッシュしたいすべてのデータに対応できるだけの十分な大きさにします。同時に、
必要以上にキャッシュを大きくしたくはないものです。このトピックを使って、最良のノードサイズを
選択します。

• キャッシング戦略とベストプラクティス (p. 153)

クラスターの効率に影響を及ぼす可能性がある問題を特定し、対処します。
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アベイラビリティーゾーンの考慮事項

リージョンとアベイラビリティー
ゾーンの選択

AWS クラウドコンピューティングリソースは、高可用性データセンター設備に収容されています。スケー
ラビリティと信頼性を向上させるために、これらのデータセンターの設備は物理的に異なる場所に配置さ
れています。これらの場所は、リージョンとアベイラビリティーゾーンに分類されます。

AWS リージョンは大きく、広く分散した地理的な場所です。アベイラビリティーゾーンとは、別のアベイ
ラビリティーゾーンで発生した障害から隔離するために作られた AWS リージョン内の場所です。アベイ
ラビリティーゾーンは、同じ AWS リージョン内の他のアベイラビリティーゾーンに低価格かつ低レイテ
ンシーのネットワーク接続を提供します。

Important

各リージョンは完全に独立しています。お客様が開始した ElastiCache アクティビティ (クラス
ターの作成など) は、お客様の現在のデフォルトのリージョンでのみ実行されます。

特定のリージョン内のクラスターを作成または操作するには、対応するリージョンのサービスエンドポイ
ントを使用します。サービスエンドポイントについては、「サポートされているリージョンおよびエンド
ポイント (p. 38)」を参照してください。

リージョンとアベイラビリティーゾーン

トピック
• アベイラビリティーゾーンの考慮事項 (p. 36)
• サポートされているリージョンおよびエンドポイント (p. 38)
• ノードの配置 (p. 42)
• ElastiCache での Local Zones の使用  (p. 42)
• Outposts の使用 (p. 43)

アベイラビリティーゾーンの考慮事項
リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンに Memcached ノードを分散することで、アベイラビリ
ティーゾーン内の停電など、壊滅的な障害の影響から保護できます。

Memcached クラスターでは、300 個までのノードを設定できます。Memcached クラスターにノードを作
成または追加する場合、すべてのノードに 1 つのアベイラビリティーゾーンを指定するか、ElastiCache 
ですべてのノードに 1 つのアベイラビリティーゾーンを選択できるようにするか、各ノードのアベイラビ
リティーゾーンを指定するか、ElastiCache で各ノードのアベイラビリティーゾーンを選択できるように
します。新しいノードは、既存の Memcached クラスターに追加するときに、異なるアベイラビリティー
ゾーンで作成できます。キャッシュノードが作成されると、そのアベイラビリティーゾーンは変更できま
せん。
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アベイラビリティーゾーンの考慮事項

1 つのアベイラビリティーゾーンクラスター内のクラスターのノードを複数のアベイラビリティーゾーン
に分散させたい場合、ElastiCache はさまざまなアベイラビリティーゾーンに新しいノードを作成できま
す。その後、元のキャッシュノードの一部またはすべてを削除できます。この手法をお勧めします。

Memcached ノードを単一のアベイラビリティーゾーンから複数のアベイラビリティーゾーンに移
行するには

1. 必要なアベイラビリティーゾーンに新しいキャッシュノードを作成して、クラスターを変更します。
リクエストで、以下の操作を実行します。

• AZMode (CLI: --az-mode) を cross-az に設定します。
• NumCacheNodes (CLI: --num-cache-nodes) を、現在アクティブなキャッシュノードの数と作成

する新しいキャッシュノードの数を加えた数に設定します。
• NewAvailabilityZones (CLI: --new-availability-zones) を、新しいキャッシュノード

を作成するゾーンのリストに設定します。ElastiCache が新しいノードごとにアベイラビリティー
ゾーンを決定できるようにするには、リストを指定しないでください。

• ApplyImmediately (CLI: --apply-immediately) を true に設定します。

Note

自動検出を使用していない場合は、必ず新しいキャッシュノードエンドポイントでクライア
ントアプリケーションを更新してください。

次の手順に進む前に、Memcached ノードが完全に作成され、使用可能であることを確認してくださ
い。

2. 元のアベイラビリティーゾーンで不要になったノードを削除して、クラスターを変更します。リクエ
ストで、以下の操作を実行します。

• NumCacheNodes (CLI: --num-cache-nodes) を、この変更を適用した後に必要なアクティブな
キャッシュノードの数に設定します。

• CacheNodeIdsToRemove (CLI: --nodes-to-remove) を、クラスターから削除するキャッシュ
ノードのリストに設定します。

一覧表示されたキャッシュノード ID の数は、現在アクティブなノードの数から NumCacheNodes
の値を引いた数と等しくなる必要があります。

• (オプション) ApplyImmediately (CLI: --apply-immediately) を true に設定します。

ApplyImmediately (CLI: --apply-immediately) を true に設定しない場合、ノードの削除は次
のメンテナンスウィンドウで行われます。
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サポートされているリージョンおよびエンドポイント

サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト

Amazon ElastiCache では、複数の AWS リージョンで利用可能です。つまり、要件に合った場所で 
ElastiCache クラスターを起動できます。たとえば、お客様の最寄りの AWS リージョンで起動するか、特
定の AWS リージョンで起動して特定の法的要件を満たすことができます。

デフォルトでは、AWS SDK、AWS CLI、ElastiCache API および ElastiCache コンソールは、米国西部 
(オレゴン) リージョンを参照しています。ElastiCache が他のリージョンでも利用可能になると、そのリー
ジョンのエンドポイントもアプリケーションの HTTP リクエスト、AWS SDK、AWS CLI、およびコン
ソールで利用できるようになります。

各リージョンは、他のリージョンと完全に分離されるように設計されています。各リージョンには複数の
アベイラビリティーゾーン (AZ) があります。別のアベイラビリティーゾーンのノードを起動して、最大限
の耐障害性を実現できます。リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、このトピックの
最初の「リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択 (p. 36)」を参照してください。

ElastiCache がサポートされているリージョン

リージョン名/リージョ
ン

エンドポイント プロトコル

米国東部 (オハイオ) 
リージョン

us-east-2

elasticache.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

米国東部 (バージニア北
部) リージョン

us-east-1

elasticache.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

US West (N. California) 
リージョン

us-west-1

elasticache.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

米国西部 (オレゴン) 
リージョン

us-west-2

elasticache.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

カナダ (中部) リージョ
ン

ca-central-1

elasticache.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック 
(ジャカルタ)

ap-southeast-3

elasticache.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ム
ンバイ) リージョン

ap-south-1

elasticache.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS
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サポートされているリージョンおよびエンドポイント

リージョン名/リージョ
ン

エンドポイント プロトコル

アジアパシフィック (ハ
イデラバード) リージョ
ン

ap-south-2

elasticache.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (東
京) リージョン

ap-northeast-1

elasticache.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (ソ
ウル) リージョン

ap-northeast-2

elasticache.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック
（大阪）リージョン

ap-northeast-3

elasticache.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ンガポール) リージョン

ap-southeast-1

elasticache.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS

アジアパシフィック (シ
ドニー) リージョン

ap-southeast-2

elasticache.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (フランクフルト) 
リージョン

eu-central-1

elasticache.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (チューリッヒ) 
リージョン

eu-central-2

elasticache.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ストックホルム) 
リージョン

eu-north-1

elasticache.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (バーレーン) リー
ジョン

me-south-1

elasticache.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

中東 (アラブ首長国連邦) 
リージョン

me-central-1

elasticache.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS
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サポートされているリージョンおよびエンドポイント

リージョン名/リージョ
ン

エンドポイント プロトコル

欧州 (アイルランド) 
リージョン

eu-west-1

elasticache.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (ロンドン) リー
ジョン

eu-west-2

elasticache.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (パリ) リージョン

eu-west-3

elasticache.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS

欧州（ミラノ）リー
ジョン

eu-south-1

elasticache.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

欧州 (スペイン) リー
ジョン

eu-south-2

elasticache.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTPS

南米 (サンパウロ) リー
ジョン

sa-east-1

elasticache.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

中国 (北京) リージョン

cn-north-1

elasticache.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

中国 (寧夏) リージョン

cn-northwest-1

elasticache.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS

アジアパシフィック (香
港) リージョン

ap-east-1

elasticache.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

アフリカ（ケープタウ
ン）リージョン

af-south-1

elasticache.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (米国西
部)

us-gov-west-1

elasticache.us-
gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS

AWS GovCloud (米国東
部)

us-gov-east-1

elasticache.us-
gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS
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サポートされているリージョンおよびエンドポイント

リージョン名/リージョ
ン

エンドポイント プロトコル

ElastiCache での AWS GovCloud (米国) の使用の詳細については、「AWS 
GovCloud (米国) リージョンでのサービス: ElastiCache」を参照してくださ
い。

一部のリージョンでは、ノードタイプのサブセットがサポートされています。AWS リージョン別のサポー
ト対象ノードタイプの表については、「AWS リージョン別のサポート対象ノードタイプ (p. 52)」を参
照してください。

リージョンごとの AWS 製品およびサービスの表については、「リージョンごとの製品とサービス」を参
照してください。
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ノードの配置

ノードの配置
Amazon ElastiCache では、すべてのクラスターのノードを、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーン 
(AZ) 内に配置することがサポートされます。さらに、複数の AZ にノードを配置することを選択した場合
は (推奨)、ElastiCache では、各ノードの AZ を選択することも、ElastiCache に選択させることも可能で
す。

ノードを複数の AZ に配置することによって、1 つの AZ での停電などの障害がシステム全体の障害の原因
となる可能性を排除できます。1 つの AZ にすべてのノードを配置した場合と、複数の AZ にノードを分散
させた場合では、レイテンシーに大きな違いがないことがテストによって証明されました。

クラスターの作成時に各ノードの AZ を指定できます。または、既存のクラスターの変更時にノードを追
加して AZ を指定することも可能です。詳細については、次を参照してください。

• クラスターの作成 (p. 74)
• ElastiCache クラスターの変更 (p. 78)
• クラスターへのノードの追加 (p. 82)

ElastiCache での Local Zones の使用
ローカルゾーンは、ユーザーに地理的に近い、AWS リージョンの拡張です。新しいサブネットを作成し、
これを Local Zones に割り当てることで、親の AWS リージョンから Local Zones に VPC を拡張できま
す。ローカルゾーンにサブネットを作成すると、VPC はそのローカルゾーンに拡張されます。ローカル
ゾーンのサブネットは、VPC 内の他のサブネットと同じように動作します。

Local Zones を使用すると、ElastiCache クラスターなどのリソースをユーザーに近い複数の場所に配置で
きます。

ElastiCache クラスターを作成するときに、ローカルゾーンのサブネットを選択できます。Local Zones 
は、インターネットへの独自の接続を持ち、AWS Direct Connect をサポートします。したがって、ローカ
ルゾーンで作成したリソースは、非常に低いレイテンシーの通信をローカルユーザーに提供できます。詳
細については、「AWS Local Zones」を参照してください。

ローカルゾーンを表すには、AWS リージョンコードに続けて場所を示す識別子を使用します (例: us-
west-2-lax-1a)。

現時点では、利用可能な Local Zones は us-west-2-lax-1a と us-west-2-lax-1b です。

Local Zones の ElastiCache には、以下の制限が適用されます。

• 現時点では、Local Zones では、以下のノードがサポートされています。
• 現行世代:

M5 ノードタイプ:
cache.m5.large、cache.m5.xlarge、cache.m5.2xlarge、cache.m5.4xlarge、cache.m5.12xlarge、cache.m5.24xlarge

R5 ノードタイプ:
cache.r5.large、cache.r5.xlarge、cache.r5.2xlarge、cache.r5.4xlarge、cache.r5.12xlarge、cache.r5.24xlarge

T3 ノードタイプ: cache.t3.micro、cache.t3.small、cache.t3.medium

ローカルゾーンの有効化
1. Amazon EC2 コンソールでローカルゾーンを有効にします。
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Outposts の使用

詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Local Zones の有効化」を参照してください。
2. ローカルゾーン内にサブネットを作成します。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC でサブネットを作成する」を参照してくださ
い。

3. ローカルゾーン内に ElastiCache サブネットグループを作成します。

ElastiCache サブネットグループを作成するときに、ローカルゾーンのアベイラビリティーゾーング
ループを選択します。

詳細については、ElastiCache ユーザーガイドの「サブネットグループの作成」を参照してくださ
い。

4. ローカルゾーンで ElastiCache サブネットを使用する ElastiCache for Memcached クラスターを作成
します。

詳細については、「Memcached クラスター (CLI) の作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してくださ
い。

Outposts の使用
AWS Outposts は、AWS のインフラストラクチャ、サービス、API、ツールをお客様のオンプレミスまで
拡張するフルマネージドサービスです。AWS は、AWS Outposts マネージドインフラストラクチャへの
ローカルアクセスを提供することで、AWS リージョンと同じプログラミングインターフェイスを使用して
オンプレミスでアプリケーションを構築して実行できるようにします。同時に、コンピューティングとス
トレージのローカルリソースを使用して、レイテンシーを短縮し、ローカルのデータ処理ニーズに対応し
ます。Outpost とは、お客様のサイトにデプロイされる AWS のコンピューティングおよびストレージキャ
パシティーのプールです。AWS は、AWS リージョンの一部としてこのキャパシティーを運営、監視、管
理します。Outpost にサブネットを作成し、AWS リソース (ElastiCache クラスターなど) を作成したとき
に、これらのサブネットを指定します。

Note

このバージョンでは、次のような制限が適用されます。

• ElastiCache for Outposts は、M5 および R5 ノードファミリーのみをサポートします。
• マルチ AZ (クロス Outpost レプリケーションはサポートされていません)。
• ElastiCache for Outposts は、cn-north-1、cn-northeast-1、および ap-northeast-3 の各リージョ

ンではサポートされていません。

Memcached コンソールでの Outposts の使用
1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 

console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Memcached] を選択します。
3. [クラスターエンジン] で、[Memcached] を選択します。
4. [ロケーション] の下で、[オンプレミス- AWS Outposts で ElastiCache インスタンスを作成する] を選

択します。

オンプレミスオプションを設定する
利用可能な Outpost を選択してキャッシュクラスターを選択するか、利用可能な Outposts がない場合は、
次の手順を使用して新しい Outpost を作成できます。
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[オンプレミスのオプション] の下で:

1. [Memcached の設定] の下で:

a. [名前]: Memcached クラスターの名前を入力します。
b. [説明]: Memcached クラスターの説明を入力します。
c. エンジンバージョンの互換性: エンジンバージョンは、AWS Outpost リージョンに基づきます。
d. [ポート]: デフォルトポート (11211) のままにしておきます。理由があって異なるポートを使用す

る場合は、そのポート番号を入力します。
e. [パラメータグループ]: ドロップダウンを使用して、デフォルトまたはカスタムパラメータグルー

プを選択します。
f. [ノードタイプ]: 使用可能なインスタンスは、Outposts 可用性に基づきます。ドロップダウンリス

トから [Outposts] を選択してから、このクラスターで使用する利用可能なノードタイプを選択し
ます。次に、[保存] を選択します。

g. [ノード数]: クラスターに必要なノードの数を入力します。
2. [Memcached の詳細設定] の下で:

a. [サブネットグループ]: リストから [新規作成] を選択します。

• [名前] - サブネットグループの名前を入力します。
• [説明] サブネットグループの説明を入力します。
• [VPC ID]: VPC ID は Outpost VPC と一致する必要があります。
• [アベイラビリティーゾーンまたは Outpost]: 使用している Outpost を選択します。
• [サブネット ID]: Outpost で使用できるサブネット ID を選択します。使用可能なサブネット ID 

がない場合は、それらのサブネット ID を作成する必要があります。詳細については、「サブ
ネットの作成」を参照してください。

b. [作成] を選択します。

Outpost クラスターの詳細の表示
Memcached リストページで、AWS Outpost に属するクラスターを選択し、[クラスターの詳細] を表示し
たときに以下に注意してください:

• [アベイラビリティーゾーン]: これは、ARN (Amazon リソース名) と AWS リソース番号を使用し
て、Outpost を表します。

• [Outpost 名]: AWS Outpost の名前

AWS CLI での Outposts の使用
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用すると、複数の AWS のサービスをコマンドラインから
制御したり、スクリプトで自動化したりできます。AWS CLI は、アドホック (ワンタイム) オペレーション
に使用できます。

AWS CLI のダウンロードと設定
AWS CLI は、Windows、macOS または Linux 上で作動します。これをダウンロードして設定するには、
次の手順に従います。

CLI をダウンロード、インストール、設定するには

1. [AWS コマンドラインインターフェイス] のウェブページで AWS CLI をダウンロードします。API バージョン 2015-02-02
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2. AWS Command Line Interface ユーザーガイドの 「AWS CLIのインストール」および「AWS CLIの設
定」の手順に従います。

Outposts での AWS CLI の使用
次の CLI オペレーションを使用して、Outposts を使用するキャッシュクラスターを作成します。

• [create-cache-cluster] — このオペレーションを使用すると、outpost-mode パラメータは、キャッ
シュクラスター内のノードを単一の Outpost 内に作成するか、複数の Outposts で作成するかを指定する
値を受け入れます。

Note

現時点では、single-outpost モードがサポートされています。

aws elasticache create-cache-cluster \ 
   --cache-cluster-id cache cluster id \
   --outpost-mode single-outpost \

API バージョン 2015-02-02
45

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-install.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/CommandLineReference/CLIReference-cmd-CreateCacheCluster.html


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

ノードの管理
ノードとは、Amazon ElastiCache のデプロイにおける最小の構成要素です。これは、安全なネットワーク
に接続された RAM の固定サイズの断片です。各ノードは、クラスターの作成時または最終変更時に選択
されたエンジンを実行します。各ノードはそれぞれ Domain Name Service (DNS) 名とポートを持っていま
す。複数のタイプの ElastiCache ノードがサポートされており、関連付けられたメモリ量と計算能力がそ
れぞれ異なります。

使用するノードサイズの詳細な説明については、「Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)」を参照し
てください。

トピック
• ノードに接続する (p. 47)
• サポートされているノードの種類 (p. 49)
• ノードの置換 (p. 54)
• ElastiCache のリザーブドノード (p. 56)
• 以前の世代のノードの移行 (p. 64)

ノードに関係するいくつかの重要なオペレーションは以下のとおりです。

• クラスターへのノードの追加 (p. 82)
• クラスターからのノードの削除 (p. 87)
• ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリング (p. 170)
• 接続エンドポイントの検索 (p. 104)
• クラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108)
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ノードに接続する

ノードに接続する
Memcached クラスターに接続を試みる前に、ノードのエンドポイントが必要です。エンドポイントを見
つけるには、以下を参照してください。

• クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール) (p. 105)
• エンドポイントの検索 (AWS CLI) (p. 106)
• エンドポイントの検索 (ElastiCache API) (p. 108)

次の例では、telnet ユーティリティを使用して Memcached を実行しているノードに接続します。

Note

Memcached およびその使用可能なコマンドの詳細については、Memcached のウェブサイトを参
照してください。

telnet を使用してノードに接続するには

1. 選択した接続ユーティリティを使用して、Amazon EC2 インスタンスに接続します。

Note

Amazon EC2 インスタンスに接続する方法については、「Amazon EC2 入門ガイド」を参照
してください。

2. Amazon EC2 インスタンスで [Telnet] ユーティリティをダウンロードしてインストールしま
す。Amazon EC2 インスタンス インスタンスのコマンドプロンプトで、以下のコマンドを入力し、コ
マンドプロンプトで「y」と入力します。

sudo yum install telnet

以下のような出力が表示されます。

Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm                        |  63 kB     00:00   

...(output omitted)...

Complete!

3. Amazon EC2 インスタンスのコマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。この例に示されて
いるノードのエンドポイントを、使用するノードのエンドポイントに置き換えてください。

telnet mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com 11211

以下のような出力が表示されます。
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ノードに接続する

Trying 128.0.0.1...
Connected to mycachecluster.eaogs8.0001.usw2.cache.amazonaws.com.
Escape character is '^]'.
>

4. Memcached コマンドを実行して接続をテストします。

これで、ノードに接続され、Memcached のコマンドを実行できます。次に例を示します。

set a 0 0 5      // Set key "a" with no expiration and 5 byte value
hello            // Set value as "hello"
STORED
get a            // Get value for key "a"
VALUE a 0 5
hello
END
get b            // Get value for key "b" results in miss
END
>
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サポートされているノードの種類

サポートされているノードの種類
使用するノードサイズの詳細については、「Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)」を参照してくだ
さい。

ElastiCache では以下のノードタイプがサポートされています。一般に、現行世代のタイプは、以前の世
代の同等タイプと比較した場合、メモリが多く処理能力が高くなっています。

各ノードタイプのパフォーマンスの詳細の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスタイプ」を参照
してください。

• 汎用:
• 現行世代:

M6g ノードタイプ (Memcached エンジンバージョン 1.5.16 以降でのみ使用可能)。

cache.m6g.large, cache.m6g.xlarge, cache.m6g.2xlarge, cache.m6g.4xlarge,
cache.m6g.8xlarge, cache.m6g.12xlarge, cache.m6g.16xlarge

Note

利用可能なリージョンについては、「AWS リージョン別のサポート対象ノードタイ
プ (p. 52)」を参照してください。

M5 ノードタイプ:
cache.m5.large、cache.m5.xlarge、cache.m5.2xlarge、cache.m5.4xlarge、cache.m5.12xlarge、cache.m5.24xlarge

M4 ノードタイプ:
cache.m4.large、cache.m4.xlarge、cache.m4.2xlarge、cache.m4.4xlarge、cache.m4.10xlarge

T4g ノードタイプ (Memcached エンジンバージョン 1.5.16 以降でのみ使用可能)。

cache.t4g.micro, cache.t4g.small, cache.t4g.medium

T3 ノードタイプ: cache.t3.micro、cache.t3.small、cache.t3.medium

T2 ノードタイプ: cache.t2.micro、cache.t2.small、cache.t2.medium
• 旧世代: (推奨しません。既存のクラスターは引き続きサポートされますが、これらのタイプでは新し

いクラスターの作成はサポートされません。)

T1 ノードタイプ: cache.t1.micro

M1 ノードタイプ:
cache.m1.small、cache.m1.medium、cache.m1.large、cache.m1.xlarge

M3 ノードタイプ:
cache.m3.medium、cache.m3.large、cache.m3.xlarge、cache.m3.2xlarge

• コンピューティングの最適化:
• 以前の世代: (推奨しません)

C1 ノードタイプ: cache.c1.xlarge
• メモリ最適化:

• 現行世代:

(R6g ノードタイプは Memcached エンジンバージョン 1.5.16 以降でのみ使用可能)。

R6g ノードタイプ:
cache.r6g.large、cache.r6g.xlarge、cache.r6g.2xlarge、cache.r6g.4xlarge、cache.r6g.8xlarge、cache.r6g.12xlarge、cache.r6g.16xlarge
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現行世代

Note

利用可能なリージョンについては、「AWS リージョン別のサポート対象ノードタイ
プ (p. 52)」を参照してください。

R5 ノードタイプ:
cache.r5.large、cache.r5.xlarge、cache.r5.2xlarge、cache.r5.4xlarge、cache.r5.12xlarge、cache.r5.24xlarge

R4 ノードタイプ:
cache.r4.large、cache.r4.xlarge、cache.r4.2xlarge、cache.r4.4xlarge、cache.r4.8xlarge、cache.r4.16xlarge

• 以前の世代: (推奨しません)

M2 ノードタイプ: cache.m2.xlarge、cache.m2.2xlarge、cache.m2.4xlarge

R3 ノードタイプ:
cache.r3.large、cache.r3.xlarge、cache.r3.2xlarge、cache.r3.4xlarge、cache.r3.8xlarge

現行世代
次の表には、ネットワーク I/O クレジットメカニズムを使用して、ベースライン帯域幅を超えてバースト
するインスタンスタイプのベースライン帯域幅とバースト帯域幅を示しています。

Note

バースト可能なネットワークパフォーマンスのあるインスタンスタイプでは、ネットワーク I/O 
クレジットメカニズムを使用して、ベストエフォートベースでベースライン帯域幅を超えてバー
ストします。

全般

インスタンスタイプ サポートされて
いる Memcached 
の最小バージョン

ベースライン
帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

cache.m6g.large 1.5.16 0.75 10.0

cache.m6g.xlarge 1.5.16 1.25 10.0

cache.m6g.2xlarge 1.5.16 2.5 10.0

cache.m6g.4xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.m6g.8xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.m6g.12xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.m6g.16xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.m5.large 1.5.16 0.75 10.0

cache.m5.xlarge 1.5.16 1.25 10.0

cache.m5.2xlarge 1.5.16 2.5 10.0

cache.m5.4xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.m5.12xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.m5.24xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし
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現行世代

インスタンスタイプ サポートされて
いる Memcached 
の最小バージョン

ベースライン
帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

cache.m4.large 1.5.16 0.45 1.2

cache.m4.xlarge 1.5.16 0.75 2.8

cache.m4.2xlarge 1.5.16 1.0 10.0

cache.m4.4xlarge 1.5.16 2.0 10.0

cache.m4.10xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.t4g.micro 1.5.16 0.64 5.0

cache.t4g.small 1.5.16 0.128 5.0

cache.t4g.medium 1.5.16 0.256 5.0

cache.t3.micro 1.5.16 0.064 5.0

cache.t3.small 1.5.16 0.128 5.0

cache.t3.medium 1.5.16 0.256 5.0

cache.t2.micro 1.5.16 0.064 5.0

cache.t2.small 1.5.16 0.128 5.0

cache.t2.medium 1.5.16 0.256 5.0

メモリ最適化

インスタンスタイプ サポートされてい
る最小バージョン

ベースライン
帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

cache.r6g.large 1.5.16 0.75 10.0

cache.r6g.xlarge 1.5.16 1.25 10.0

cache.r6g.2xlarge 1.5.16 2.5 10.0

cache.r6g.4xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.r6g.8xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.r6g.12xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.r6g.16xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.r5.large 1.5.16 0.75 10.0

cache.r5.xlarge 1.5.16 1.25 10.0

cache.r5.2xlarge 1.5.16 2.5 10.0

cache.r5.4xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.r5.12xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし
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AWS リージョン別のサポート対象ノードタイプ

インスタンスタイプ サポートされてい
る最小バージョン

ベースライン
帯域幅 (Gbps)

バースト帯域幅 (Gbps)

cache.r5.24xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.r4.large 1.5.16 0.75 10.0

cache.r4.xlarge 1.5.16 1.25 10.0

cache.r4.2xlarge 1.5.16 2.5 10.0

cache.r4.4xlarge 1.5.16 5.0 10.0

cache.r4.8xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

cache.r4.16xlarge 1.5.16 該当なし 該当なし

AWS リージョン別のサポート対象ノードタイプ
サポートされるノードタイプは、AWS リージョンによって異なる場合があります。詳細については、
「Amazon ElastiCache 料金表」を参照してください。

バースト可能パフォーマンスインスタンス
Amazon ElastiCache では、バースト可能な汎用 T4g、T3-Standard および T2-Standard キャッシュノード
を起動できます。これらのノードは、CPU パフォーマンスのベースラインレベルを提供し、発生したクレ
ジットが使い果たされるまでいつでも CPU 使用率をバーストすることができます。CPU クレジットは、
フル CPU パフォーマンスを 1 分間実現します。

Amazon ElastiCache の T4g、T3 および T2 ノードは、スタンダードとして設定され、CPU の平均使用
率がインスタンスのベースラインパフォーマンスを一貫して下回るワークロードに適しています。ベー
スラインより上にバーストする場合、ノードは CPU クレジット残高に蓄積されたクレジットを消費し
ます。蓄積されたクレジットで実行中のノードが少ない場合、パフォーマンスは次第にベースラインの
パフォーマンスレベルに下がります。この段階的な低下により、蓄積された CPU クレジットバランスが
なくなったときに、ノードでパフォーマンスの急激な低下が発生することがありません。詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「バースト可能パフォーマンスインスタンスの CPU クレジットおよ
びベースラインパフォーマンス」を参照してください。

次の表に、バースト可能なパフォーマンスのノードタイプと、1 時間あたりに受け取る CPU クレジットの
レートを示します。また、ノードで蓄積可能な、受け取った CPU クレジットの最大数と、ノードあたり
の vCPU の数も示します。さらに、完全なコアパフォーマンス (1 つの vCPU を使用) の割合として、ベー
スラインパフォーマンスレベルも示します。

ノー
ド
の
種
類

1 時間あたりに受け取る 
CPU クレジット

蓄積可能な
最大獲得ク
レジット*

vCPUs vCPU 別の
ベースライ
ンパフォー

マンス

メモリ (GiB) ネットワー
クパフォー

マンス

t4g.micro12 288 2 10% 0.5 最大 5 ギ
ガビット

t4g.small24 576 2 20% 1.37 最大 5 ギ
ガビット

t4g.medium24 576 2 20% 3.09 最大 5 ギ
ガビット
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ノー
ド
の
種
類

1 時間あたりに受け取る 
CPU クレジット

蓄積可能な
最大獲得ク
レジット*

vCPUs vCPU 別の
ベースライ
ンパフォー

マンス

メモリ (GiB) ネットワー
クパフォー

マンス

t3.micro12 288 2 10% 0.5 最大 5 ギ
ガビット

t3.small24 576 2 20% 1.37 最大 5 ギ
ガビット

t3.medium24 576 2 20% 3.09 最大 5 ギ
ガビット

t2.micro6 144 1 10% 0.5 低から
中程度

t2.small12 288 1 20% 1.55 低から
中程度

t2.medium24 576 2 20% 3.22 低から
中程度

* 蓄積できるクレジットの数は、24 時間で獲得できるクレジットの数と同じです。

** このテーブルのベースラインのパフォーマンスは vCPU 別です。一部のノードサイズでは、vCPU の数
は 1 より大きくなります。それらのノードサイズでは、ノードのベースライン CPU 使用率を計算するに
は、vCPU のパーセントを vCPU の数で乗算します。

次の CPU クレジットメトリクスは、T3 および T4g バーストパフォーマンスインスタンスで利用可能で
す。

Note

これらのメトリクスは、T2 バーストパフォーマンスインスタンスでは利用できません。

• CPUCreditUsage
• CPUCreditBalance

これらのメトリクスの詳細については、「CPU クレジットメトリクス」を参照してください。

また、以下の詳細についても注意してください。

• 現在のすべての世代のノードタイプは、デフォルトでは Amazon VPC に基づいて Virtual Private Cloud 
(VPC) で作成されます。

関連情報
• Amazon ElastiCache 製品の特徴と詳細
• Memcached ノードタイプ固有のパラメータ
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ノードの置換
Amazon ElastiCache for Memcached は、インスタンスにシームレスに適用されるパッチとアップグレー
ドを使用して、頻繁にフリートのアップグレードを行います。ただし、場合によっては基盤となるホス
ト OS の必須更新を適用するために ElastiCache for Memcached ノードを再起動する必要があります。セ
キュリティ、信頼性、運用パフォーマンスを強化するアップグレードを適用するため、そのような置換が
必要となります。

このような交換を、スケジュールされたノード交換ウィンドウより前に、任意のタイミングで独自に管理
することもできます。交換を独自に管理する場合、インスタンスはノードの再起動時に OS の更新を受信
し、スケジュールされたノードの交換はキャンセルされます。ノード交換が行われることを示すアラート
を引き続き受け取ることがあります。すでにメンテナンスの頻度を手動で減らした場合には、これらのア
ラートを無視できます。

Note

Amazon ElastiCache によって自動生成される交換キャッシュノードは、異なる IP アドレスを持
つ場合があります。キャッシュノードを適切な IP アドレスに関連付けるようにアプリケーション
が設定されていることを必ず確認してください。

以下のリストで、ElastiCache が Memcached ノードの 1 つの交換をスケジュールしている場合に取るこ
とのできるアクションを識別します。

• [何もしない] – 何もしない場合、ElastiCache はスケジュールどおりにノードを交換します。ElastiCache 
によってノードが新しいノードに自動的に交換されたとき、新しいノードは最初は空です。

• [メンテナンスウィンドウを変更する] – スケジュールされたメンテナンスイベントの場合、ElastiCache 
から E メールまたは通知イベントを受け取ります。この場合、スケジュールされた交換時間より前
にメンテナンスウィンドウを変更すると、ノードは新しい時間に交換されます。詳細については、
「ElastiCache クラスターの変更 (p. 78)」を参照してください。

Note

メンテナンスウィンドウを移動して置換ウィンドウを変更する機能は、ElastiCache 通知にメン
テナンスウィンドウが含まれている場合にのみ使用できます。通知にメンテナンスウィンドウ
が含まれていない場合、交換ウィンドウを変更することはできません。

例えば、現在が 11 月 9 日の木曜日の 15:00 で、次のメンテナンスウィンドウが 11 月 10 日金曜日の 
17:00 であるとします。以下は、3 つのシナリオとその結果です。
• メンテナンスウィンドウを金曜日の 16:00 に変更します (現在の日時以降で、次の予定メンテナンス

ウィンドウより前)。ノードは、11 月 10 日の金曜日の 16:00 に交換されます。
• メンテナンスウィンドウを土曜日の 16:00 に変更します (現在の日時以降で、次の予定メンテナンス

ウィンドウ以降)。ノードは、11 月 11 日の土曜日の 16:00 に交換されます。
• メンテナンスウィンドウを水曜日の 16:00 に変更します (同じ週内で、現在の日時より前)。ノード

は、11 月 15 日の水曜日の 16:00 に交換されます。

手順については、メンテナンスの管理 (p. 169) を参照してください。
• [手動でノードを交換する] – 次のメンテナンス時間の前にノードを交換する必要がある場合は、手動で交

換します。

ノードを手動で交換すると、キーが再配布されます。この再配布により、キャッシュミスが発生しま
す。

手動で Memcached ノードを交換するには

1. 置き換え対象となったノードを削除します。手順については、クラスターからのノードの削
除 (p. 87) を参照してください。
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2. 新しいノードをクラスターに追加します。手順については、クラスターへのノードの追加 (p. 82)
を参照してください。

3. このクラスター上でクラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108) を使用していない場合
は、アプリケーションで古いノードのエンドポイントのすべてのインスタンスを新しいノードのエ
ンドポイントに置き換えます。
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ElastiCache のリザーブドノード
1 つ以上のノードを予約することは、コスト削減の手段になる場合があります。リザーブドノードには、
ノードタイプと予約の期間 (1 年または 3 年) に応じて、前払い料金が請求されます。

リザーブドノードがユースケースにとってコスト削減になるかどうかを確認するには、最初に、必要な
ノードサイズとノード数を決定します。次に、ノードの使用量を見積もり、オンデマンドノードとリザー
ブドノードを使用した場合の総コストを比較します。クラスターでリザーブドノードとオンデマンドノー
ドを組み合わせて利用することもできます。料金情報については、「Amazon ElastiCache 料金表」を参照
してください。

Note

リザーブドノードは柔軟ではなく、予約したインスタンスタイプにのみ適用されます。

リザーブドノードによるコスト管理
1 つまたは複数のノードを予約すると、コスト削減の手段となる場合があります。リザーブドノードに
は、ノードタイプと予約の期間 (1 年または 3 年) に応じて、前払い料金が請求されます。この料金は、オ
ンデマンドノードで発生する 1 時間あたりの使用料金よりもはるかに安くなります。

リザーブドノードがユースケースにとってコスト削減になるかどうかを確認するには、最初に、必要な
ノードサイズとノード数を決定します。次に、ノードの使用量を見積もり、オンデマンドノードとリザー
ブドノードを使用した場合の総コストを比較します。クラスターでリザーブドノードとオンデマンドノー
ドを組み合わせて利用することもできます。料金情報については、「Amazon ElastiCache 料金表」を参照
してください。

AWS リージョン、ノードタイプ、期間の長さは購入時に選択する必要があり、後で変更することはできま
せん。

AWS Management Console、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、使用可能なリザーブドノー
ドを一覧表示および購入できます。

リザーブドノードの詳細については、「Amazon ElastiCache リザーブドノード」を参照してください。

トピック
• スタンダードリザーブドノードサービス (p. 56)
• 従来のリザーブドノードサービス (p. 57)
• リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (p. 59)
• リザーブドノードの購入 (p. 61)
• リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (p. 63)

スタンダードリザーブドノードサービス
Amazon ElastiCache でスタンダードリザーブドノードインスタンス (RI) を購入すると、リザーブドノー
ドインスタンスの期間中、特定のノードインスタンスタイプと AWS リージョンに対して割引料金が適用
されます。Amazon ElastiCache のリザーブドノードインスタンスを使用するには、オンデマンドインスタ
ンスと同様に新しい ElastiCache ノードインスタンスを作成する必要があります。

新しく作成するノードインスタンスは、リザーブドノードインスタンスの仕様に完全に一致する必要があ
ります。新しいノードインスタンスの仕様がアカウント内の既存のリザーブドノードインスタンスと一
致する場合は、リザーブドノードインスタンスに適用される割引料金で請求されます。一致しない場合、
ノードインスタンスはオンデマンド料金で請求されます。これらのスタンダード RI は、R5 および M5 イ
ンスタンスファミリー以降から使用可能です。
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Note

次に説明する 3 つの提供タイプすべては、1 年および 3 年契約で利用できます。

提供しているタイプ

前払いなし RI は、前払い料金なしでリザーブド ElastiCache インスタンスへのアクセスを提供します。前
払いなしのリザーブド ElastiCache インスタンスは、使用されたどうかにかかわらず、期間内のすべての
時間は割引時間料金での請求となります。

一部前払い RI では、リザーブド ElasticCache インスタンスの一部を前払いする必要があります。期間内
の残りの時間は、使用量にかかわらず、割引された時間料金で請求されます。このオプションは、次のセ
クションで説明する従来の重度使用オプションに代わるオプションです。

[全額前払い] RIでは、RI期間の開始時に全額の支払いが必要です。使用時間数に関係なく、残りの期間に
それ以外のコストは生じません。

従来のリザーブドノードサービス
従来のノード予約には、重度使用、中度使用、軽度使用の 3 つのレベルがあります。ノードは、どの使用
量レベルでも、1 年間または 3 年間予約できます。ノードタイプ、使用量レベル、および予約期間が合計
コストに影響します。リザーブドノードを購入する前にさまざまなモデルを比較して、リザーブドノード
がビジネスにもたらす節約額を確認してください。

1 つの使用量レベルまたは期間で購入されたノードを、別の使用量レベルまたは期間に変換することはで
きません。

使用量レベル

重度使用のリザーブドノードでは、基準となる処理能力を一定に保った安定したワークロードが可能にな
ります。重度使用のリザーブドノードの予約金は高くなりますが、インスタンスの実行時間がリザーブド
ノードの期間の 79% を超える場合は、節約額が最も大きくなる可能性があります (最大でオンデマンド料
金の 70% 引き)。重度使用のリザーブドノードでは、1 回払いで支払います。ノードが実行されているか
どうかにかかわらず、期間中は低額の使用料が時間単位で適用されます。

[中度使用のリザーブドノード] は、リザーブドノードを長い時間使用する場合に、低額の 1 回払いを希望
するときや、ノードが停止したらすぐに支払いを中止できるようにしたいときに最適です。中度使用のリ
ザーブドノードは、インスタンスの実行時間がリザーブドノードの期間の 40% を超える予定の場合に、コ
スト効果の高い選択肢になります。このオプションを使用すると、オンデマンド料金から最大 64% を節約
できます。中度使用のリザーブドノードは、軽度使用のリザーブドノードと比べると、予約金はわずかに
上回りますが、ノード実行時の時間あたりの使用料は低く抑えられます。

軽度使用のリザーブドノードは、1 日に数時間、週に数日間のみ実行される定期的なワークロードに最適
です。軽度使用のリザーブドノードでは、予約金を 1 回支払えば、ノードの実行時に時間単位で割引使用
料が適用されます。ノードの実行時間がリザーブドノードの期間の 17% を超えるとコスト節減が始まり、
コスト節減が始まります。リザーブドノードの全期間を通してオンデマンド料金から最大 56% を節約でき
ます。

従来のリザーブドノードサービス

提供タイプ 前払いコスト 使用料 メリット

重度使用 高 時間当たりの使用料が
最も低く、リザーブド
ノードの使用状況にか
かわらず期間全体に適
用されます。

リザーブドノードの実
行が 3 年間で全体の 
79% を超える場合は、
全体的なコストを最
も抑えることができま
す。
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提供タイプ 前払いコスト 使用料 メリット

中度使用 中 ノードの実行時間に応
じて使用料が時間単位
で発生します。ノード
が実行していないとき
は、時間単位の使用量
は発生しません。

作業負荷が一定してい
ない場合、または、そ
れほど頻繁には利用し
ない (3 年間で全体の 
40% を超える) 場合に適
しています。

軽度使用 低 ノードの実行時間に応
じて使用料が時間単位
で発生します。ノード
が実行していないとき
は、時間単位の使用量
は発生しません。すべ
ての種類のうち最も高
い料金設定ですが、課
金されるのは、リザー
ブドノードを使用し
ているときに限られま
す。

常に実行することを計
画している場合は、全
体的なコストが最も高
くなります。まれにし
かリザーブドノードを
使用しない (3 年間で全
期間の約 15% を超える
程度) 場合は、このオ
プションが適していま
す。

オンデマンド使用 (リ
ザーブドノードなし)

なし 時間単位の使用料が最
も高くなります。ノー
ドの実行中は常に適用
されます。

時間単位のコストが最
も高くなります。

詳細については、「Amazon ElastiCache 料金表」を参照してください。
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リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手
リザーブドノードを購入する前に、使用可能なリザーブドノードサービスに関する情報を入手できます。

以下の例では、AWS Management Console、AWS CLI、および ElastiCache API を使用して、利用できる
リザーブドノードサービスの料金表と情報を入手する方法を示します。

トピック
• リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (コンソール) (p. 59)
• リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (AWS CLI) (p. 59)
• リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (ElastiCache API) (p. 60)

リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (コンソール)

AWS Management Console を使用して利用可能なリザーブドクラスターサービスの料金とその他の情報を
入手するには、次の手順に従います。

利用可能なリザーブドノードサービスの情報を入手するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[リザーブドノード] を選択します。
3. [Purchase Reserved Nodes] (リザーブドノードの購入) を選択します。
4. [Engine] (エンジン) で、Memcached を選択します。
5. 使用できるサービスを確認するには、次のオプションから選択します。

• ノードタイプ
• 期間
• 提供タイプ

選択後、選択したノードごとのコストと合計コストが [Reservation details] (予約の詳細) に表示されま
す。

6. これらのノードを購入して料金が発生することを防ぐには、[Cancel] を選択します。

リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (AWS CLI)

利用可能なリザーブドノードサービスの料金表とその他の情報を入手するには、コマンドプロンプトで次
のコマンドを入力します。

aws elasticache describe-reserved-cache-nodes-offerings

このオペレーションにより、次のような出力が生成されます (JSON 形式)。

 { 
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072", 
            "CacheNodeType": "cache.m6g.large", 
            "Duration": 94608000, 
            "FixedPrice": 1758.0, 
            "UsagePrice": 0.0, 
            "ProductDescription": "memcached", 
            "OfferingType": "All Upfront", 
            "RecurringCharges": [ 
                { 
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                    "RecurringChargeAmount": 0.0, 
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly" 
                } 
            ] 
    }, 
 { 
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072", 
            "CacheNodeType": "cache.m6g.xlarge", 
            "Duration": 94608000, 
            "FixedPrice": 1870.0, 
            "UsagePrice": 0.0, 
            "ProductDescription": "memcached", 
            "OfferingType": "Partial Upfront", 
            "RecurringCharges": [ 
                { 
                    "RecurringChargeAmount": 0.072, 
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly" 
                } 
            ] 
     }, 
     { 
            "ReservedCacheNodesOfferingId": "0xxxxxxxx-xxeb-44ex-xx3c-xxxxxxxx072", 
            "CacheNodeType": "cache.r5.12xlarge", 
            "Duration": 31536000, 
            "FixedPrice": 0.0, 
            "UsagePrice": 0.0, 
            "ProductDescription": "memcached", 
            "OfferingType": "No Upfront", 
            "RecurringCharges": [ 
                { 
                    "RecurringChargeAmount": 3.538, 
                    "RecurringChargeFrequency": "Hourly" 
                } 
            ]
}

詳細については、AWS CLI リファレンスの「describe-reserved-cache-nodes-offerings」を参照してくださ
い。

リザーブドノードサービスに関する詳細情報の入手 (ElastiCache API)

利用可能なリザーブドノードサービスの料金表と情報を入手するに
は、DescribeReservedCacheNodesOfferings アクションを呼び出します。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeReservedCacheNodesOfferings 
    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、ElastiCache API リファレンスの「DescribeReservedCacheNodesOfferings」を参照して
ください。
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リザーブドノードの購入
以下の例では、AWS Management Console、AWS CLI、および ElastiCache API を使用してリザーブド
ノードサービスを購入する方法を示します。

Important

このセクションの例に従うと、AWS アカウントで料金が発生します。これを元に戻すことはでき
ません。

トピック
• リザーブドノードの購入 (コンソール) (p. 61)
• リザーブドノードの購入 (AWS CLI) (p. 61)
• リザーブドノードの購入 (ElastiCache API) (p. 62)

リザーブドノードの購入 (コンソール)

この例では、リザーブドノード ID が myreservationID の特定のリザーブドノードサービス 649fd0c8-
cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f を購入する方法を示しています。

次の手順では、AWS Management Console を使用して、提供 ID 別にリザーブドノードサービスを購入し
ます。

リザーブドノードを購入するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションリストで、[Reserved Nodes] (リザーブドノード) リンクを選択します。
3. [Purchase reserved nodes] (リザーブドノードを購入) ボタンを選択します。
4. [Engine] (エンジン) で、Memcached を選択します。
5. 使用できるサービスを確認するには、次のオプションから選択します。

• ノードタイプ
• 期間
• 提供タイプ
• オプションの [Reserved node ID] (リザーブドノード ID)

選択後、選択したノードごとのコストと合計コストが [Reservation details] (予約の詳細) に表示されま
す。

6. [Purchase] (購入) を選択します。

リザーブドノードの購入 (AWS CLI)

以下の例では、リザーブドノード ID が myreservationID の特定のリザーブドクラスターサービス
649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f を購入する方法を示しています。

コマンドプロンプトで以下のコマンドを入力します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering \ 
    --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f \ 
    --reserved-cache-node-id myreservationID
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Windows の場合:

aws elasticache purchase-reserved-cache-nodes-offering ^ 
    --reserved-cache-nodes-offering-id 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f ^ 
    --reserved-cache-node-id myreservationID

このコマンドにより、以下のような出力が返されます。

RESERVATION  ReservationId      Class           Start Time                Duration  Fixed 
 Price  Usage Price  Count  State            Description      Offering Type
RESERVATION  myreservationid    cache.m1.small  2013-12-19T00:30:23.247Z  1y        455.00 
 USD   0.092 USD    1      payment-pending  memcached        Medium Utilization

詳細については、AWS CLI リファレンスの「purche-reserved-cache-nodes-offerings」を参照してくださ
い。

リザーブドノードの購入 (ElastiCache API)

以下の例では、リザーブドクラスター ID が myreservationID の特定のリザーブドノードサービス
649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f を購入する方法を示しています。

以下のパラメーターを指定して PurchaseReservedCacheNodesOffering オペレーションを呼び出し
ます。

• ReservedCacheNodesOfferingId = 649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f
• ReservedCacheNodeID = myreservationID
• CacheNodeCount = 1

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=PurchaseReservedCacheNodesOffering 
    &ReservedCacheNodesOfferingId=649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f 
    &ReservedCacheNodeID=myreservationID 
    &CacheNodeCount=1 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、ElastiCache API リファレンスの「PurchaseReservedCacheNodesOffering」を参照して
ください。
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リザーブドノードに関する詳細情報の入手
購入したリザーブドノードに関する情報は、AWS Management Console、AWS CLI、および ElastiCache 
API を使用して入手できます。

トピック
• リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (コンソール) (p. 63)
• リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (AWS CLI) (p. 63)
• リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (ElastiCache API) (p. 63)

リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (コンソール)
次の手順では、AWS Management Console を使用して、購入したリザーブドノードに関する情報を入手し
ます。

購入したリザーブドノードに関する情報を入手するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションリストで、[Reserved nodes] (リザーブドノード) リンクを選択します。

アカウントのリザーブドノードが [Reserved nodes] (リザーブドノード) の一覧に表示されます。リ
スト内のいずれかのリザーブドノードを選択して、コンソールの下部にある詳細ペインにリザーブド
ノードの詳細情報を表示できます。

リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (AWS CLI)
AWS アカウントのリザーブドノードに関する情報を入手するには、コマンドプロンプトで次のコマンドを
入力します。

aws elasticache describe-reserved-cache-nodes

このオペレーションにより、次のような出力が生成されます (JSON 形式)。

{ 
    "ReservedCacheNodeId": "myreservationid", 
    "ReservedCacheNodesOfferingId": "649fd0c8-cf6d-47a0-bfa6-060f8e75e95f", 
    "CacheNodeType": "cache.m1.small", 
      
    "Duration": "31536000", 
    "ProductDescription": "memcached", 
    "OfferingType": "Medium Utilization", 
    "MaxRecords": 0
}

詳細については、AWS CLI リファレンスの「describe--reserved-cache-nodes」を参照してください。

リザーブドノードに関する詳細情報の入手 (ElastiCache API)
AWS アカウントのリザーブドノードに関する情報を取得するには、DescribeReservedCacheNodes オ
ペレーションを呼び出します。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeReservedCacheNodes 
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    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、ElastiCache API リファレンスの「DescribeReservedCacheNodes」を参照してくださ
い。

以前の世代のノードの移行
以前の世代のノードとは、段階的に廃止されるノードタイプです。以前の世代のノードタイプを使用し
ている既存のクラスターがない場合、ElastiCache はそのノードタイプでの新しいクラスターの作成をサ
ポートしていません。既存のクラスターがある場合は、それらを引き続き使用することも、以前の世代の
ノードタイプを使用して新しいクラスターを作成することもできます。

以前の世代のノードタイプは限られているため、クラスター内でノードが非正常になった場合、正常な置
換は保証できません。このようなシナリオでは、クラスターの可用性が悪影響を受ける可能性がありま
す。

可用性とパフォーマンスを向上させるために、クラスターを新しいノードタイプに移行することを
お勧めします。移行先の推奨ノードタイプについては、「アップグレードパス」を参照してくださ
い。ElastiCache でサポートされているノードタイプと以前の世代のノードタイプの完全なリストについ
ては、「サポートされているノードの種類 (p. 49)」を参照してください。

Memcached クラスターのノードの移行
ElastiCache for Memcached を別のノードタイプに移行するには、新しいクラスターを作成する必要があ
ります。これは常に、アプリケーションが入力できる空の状態から開始されます。

ElastiCache コンソールを使用して ElastiCache for Memcached クラスターノードタイプを移行するには:

• 新しいノードインスタンスタイプで新しいクラスターを作成します。詳細については、「Memcached 
クラスター (CLI) の作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。

• アプリケーションでは、新しいクラスターのエンドポイントにエンドポイントが更新されます。詳細に
ついては、「クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール) (p. 105)」を参照してください。

• 古いクラスターを削除します。詳細については、「クラスターの削除 (p. 92)」を参照してください。

EC2-Classic でノードが実行されている場合

2022 
年 
8 
月 
15 
日
に、EC2-
Classic 
の
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Amazon EC2 ノードが EC2-Classic プラットフォームで実行されている場合は、[ClassicLink] を使用して 
Amazon EC2 インスタンスから Memcached クラスターに接続します。

EC2 が EC2-Classic プラットフォームで実行されているかどうかを確認するには、以下の手順に従います 
(コンソール)。

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Instances (インスタンス)] を選択します。
3. インスタンスを選択し、[説明] に進みます。
4. [VPC ID] が空白の場合、インスタンスは EC2-Classic プラットフォームで実行されています。

EC2-Classic インスタンスを VPC に移行する方法については、「VPC への EC2-Classic クラスターの移
行 (p. 223)」を参照してください。
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クラスターは、1 つ以上のキャッシュノードの集合であり、すべてのノードが Memcached キャッシュエ
ンジンソフトウェアのインスタンスを実行します。クラスターを作成する際に、すべてのノードで使用す
るエンジンとバージョンを指定します。

次の図は、一般的な Memcached クラスターです。Memcached クラスターには 1 から 40 のノードがあ
り、データを水平に分割することができるノードが含まれます。

この制限の拡大をリクエストするには、「AWS のサービスの制限」を参照し、制限タイプとして [Nodes 
per cluster per instance type (インスタンスタイプごとのクラスターあたりのノード)] を選択します。

一般的な Memcached クラスターは次のようになります。

ElastiCache の多くのオペレーションは、クラスターレベルで実行されます。クラスターは、特定数の
キャッシュノードと、各ノードのプロパティを制御するパラメータグループを使用して設定できます。
クラスター内のすべてのノードは、同じノードタイプで、同一のパラメーター設定およびセキュリティグ
ループ設定となるように設計されています。

すべてのクラスターにはクラスター識別子が必要です。クラスター識別子は、お客様が指定するクラス
ターの名前です。この識別子によって、ElastiCache API と AWS CLI コマンドを使用して操作するとき
に、特定のクラスターを指定します。クラスター識別子は、AWS リージョン内でお客様別に一意である必
要があります。

ElastiCache は複数のエンジンバージョンをサポートします。特別な理由がない限り、最新バージョンを
使用することをお勧めします。

ElastiCache クラスターは Amazon EC2 インスタンスを使用してアクセスするように設計されていま
す。Amazon VPC サービスに基づいて Virtual Private Cloud (VPC) で起動したクラスターには、AWS 
の外部からアクセスできます。詳細については、「AWS 外部からの ElastiCache リソースへのアクセ
ス (p. 100)」を参照してください。

サポートされている Memcached バージョンのリストについては、「サポートされている ElastiCache for 
Memcached バージョン」を参照してください。
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ネットワークタイプの選択
ElastiCache はインターネットプロトコルバージョン 4 と 6 (IPv4 と IPv6) をサポートしているため、クラ
スターが以下を受け入れるように設定できます。

• IPv4 接続のみ、
• IPv6 接続のみ、
• IPv4 と IPv6 の両方の接続 (デュアルスタック)

IPv6 は、Nitro システム上に構築されたすべてのインスタンスで Memcached エンジンバージョン 1.6.6 以
降を使用するワークロードでサポートされています。IPv6 を使用して ElastiCache にアクセスする場合、
追加料金はかかりません。

Note

IPV6/デュアルスタックが使用可能になる前に作成されたクラスターの移行はサポートされてい
ません。新しく作成されたクラスターのネットワークタイプの切り替えもサポートされていませ
ん。

ネットワークタイプのサブネットの設定
Amazon VPC でクラスターを作成する場合、サブネットグループを指定する必要があります。ElastiCache 
はそのキャッシュサブネットグループを使用して、そのサブネット内でノードに関連付けるサブネットお
よび IP アドレスを選択します。ElastiCache クラスターでは、デュアルスタックモードで動作するには 
IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方が割り当てられたデュアルスタックサブネットが必要であり、IPv6 
専用として動作するには IPv6 専用サブネットが必要です。

デュアルスタックの使用
キャッシュクラスターを作成し、ネットワークタイプとしてデュアルスタックを選択する場合、IP 検出
タイプ (IPv4 または IPv6) を指定する必要があります。ElastiCache はネットワークタイプと IP 検出をデ
フォルトで IPv6 に設定しますが、これは変更できます。自動検出を使用する場合、選択した IP タイプの 
IP アドレスのみが Memcached クライアントに返されます。詳細については、「クラスター内のノードを
自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。

既存のすべてのクライアントとの下位互換性を維持するために、IP 検出が導入され、これにより、検出プ
ロトコルでアドバタイズする IP タイプ (IPv4 または IPv6 など) を選択できます。これにより、自動検出は 
1 つの IP タイプのみに制限されますが、自動検出により、デュアルスタックは、ダウンタイムなしで IPv4 
から IPv6 検出 IP タイプへの移行 (またはロールバック) が可能になるため、引き続き有益です。

TLS が有効なデュアルスタック ElastiCache クラス
ター
ElastiCache クラスターで TLS が有効になっている場合、クラスター検出関数 config get cluster は 
IP ではなくホスト名を返します。次に、IP の代わりにホスト名を使用して ElastiCache クラスターに接
続し、TLS ハンドシェイクを実行します。つまり、クライアントは IP 検出パラメータの影響を受けませ
ん。TLS が有効なクラスターでは、IP 検出パラメータは優先 IP プロトコルに影響しません。代わりに、
使用する IP プロトコルは、DNS ホスト名を解決する際にクライアントがどの IP プロトコルを使用するか
によって決まります。

DNS ホスト名を解決する際に IP プロトコルプリファレンスを設定する方法の例については、TLS が有効
なデュアルスタック ElastiCache クラスター (p. 167) を参照してください。
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AWS Management Console を使用する場合
AWS Management Console を使用してキャッシュクラスターを作成する場合、[Connectivity] (接続) で、
ネットワークタイプ ([IPv4]、[IPv6]、または [Dual stack] (デュアルスタック)) を選択します。デュアルス
タックを選択した場合は、[Discovery IP type] (検出 IP タイプ) (IPv6 または IPv4) を選択する必要がありま
す。

詳細については、「Memcached クラスター (CLI) の作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。

CLI の使用
CLI を使用してキャッシュクラスターを作成する場合、create-cache-cluster コマンドを使用し
て、NetworkType および IPDiscovery パラメータを指定します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id "cluster-test" \ 
    --engine memcached \ 
    --cache-node-type cache.m5.large \ 
    --num-cache-nodes 1 \ 
    --network-type dual_stack \ 
    --ip-discovery ipv4  
   

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id "cluster-test" ^ 
    --engine memcached ^ 
    --cache-node-type cache.m5.large ^ 
    --num-cache-nodes 1 ^ 
    --network-type dual_stack ^ 
    --ip-discovery ipv4  
   

クラスターを準備する
ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用してクラスターを作成する手順を以下
に示します。

AWS CloudFormation を使用してElastiCache クラスターを作成することもできます。詳細については、
「AWS クラウド形成ユーザーガイド」の「AWS::ElastiCache::CacheCluster」を参照してください。これ
には、そのアプローチの実装方法に関するガイダンスが含まれています。

クラスターを作成するときは常に、すぐにアップグレードまたは変更が必要にならないように、いくつか
の準備作業をすることが推奨されます。

トピック
• 要件の特定 (p. 69)
• ノードサイズの選択 (p. 72)

要件の特定
準備
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以下の質問に対する回答を確認することで、クラスターの作成を円滑化できます。

• どのノードインスタンスタイプが必要ですか。

インスタンスのノードタイプを選択する際のガイダンスについては、「Memcached ノードサイズの選
択 (p. 72)」を参照してください。

• Amazon VPC に基づいて Virtual Private Cloud (VPC) でクラスターを起動しますか?

Important

VPC でクラスターを起動する場合、クラスターの作成を開始する前に、同じ VPC にサブネッ
トグループを作成する必要があります。詳細については、「サブネットおよびサブネットグ
ループ (p. 232)」を参照してください。
ElastiCache は、Amazon EC2 を使用して AWS 内からアクセスからアクセスするためのもので
す。ただし、Amazon VPC に基づく VPC で起動し、クラスターが VPC にある場合、AWS の
外部アクセスを提供できます。詳細については、「AWS 外部からの ElastiCache リソースへの
アクセス (p. 100)」を参照してください。

• パラメーター値をカスタマイズする必要がありますか。

その場合、カスタムパラメータグループを作成します。詳細については、「パラメータグループを作成
する (p. 176)」を参照してください。

• 独自のセキュリティグループまたは VPC セキュリティグループを作成する必要がありますか。

詳細については、「セキュリティグループ: EC2-Classic (p. 241)」および「VPC のセキュリティ」を
参照してください。

• 耐障害性をどのようにして導入しますか。

詳細については、「障害の軽減 (p. 322)」を参照してください。

トピック
• メモリとプロセッサの要件 (p. 70)
• Memcached クラスターの構成 (p. 70)
• スケーリングの要件 (p. 71)
• アクセスの要件 (p. 71)
• リージョン、アベイラビリティーゾーン、およびローカルゾーンの要件 (p. 71)

メモリとプロセッサの要件
Amazon ElastiCache の基本的な構成ブロックはノードです。ノードは単体で構成される場合と、グループ
で構成されてクラスターを形成する場合があります。クラスターに使用するノードタイプを決定するとき
は、クラスターのノード構成および保存する必要があるデータの量を考慮する必要があります。

Memcached エンジンはマルチスレッドであるため、ノードのコア数がクラスターで利用可能な処理能力
に影響します。

Memcached クラスターの構成
ElastiCache for Memcached クラスターは、1～40 個のノードで構成されます。Memcached クラスター内
のデータは、クラスター内のノード間で分割されます。アプリケーションは、エンドポイントと呼ばれる
ネットワークアドレスを使用して Memcached クラスターに接続します。Memcached クラスター内の各
ノードには固有のエンドポイントがあり、アプリケーションはこれを使用して特定のノードに対して読み
取りと書き込みを行います。ノードエンドポイントに加えて、Memcached クラスター自体には設定エン
ドポイントと呼ばれるエンドポイントがあります。アプリケーションはこのエンドポイントを使用してク
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ラスターの読み取りまたは書き込みを行うことができ、どのノードに対して読み取りまたは書き込みを行
うかの判断は クラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108) に任せることができます。

詳細については、「クラスターの管理 (p. 67)」を参照してください。

スケーリングの要件
すべてのクラスターは、新しい大きなノードタイプの新規クラスターを作成することでスケールアップす
ることができます。Memcached クラスターをスケールアップすると、新しいクラスターは空で始まりま
す。

Amazon ElastiCache for Memcached クラスターは、スケールアウトまたはスケールインすることができ
ます。Memcached クラスターをスケールアウトまたはスケールインするには、単純にクラスターにノー
ドを追加したり、クラスターからノードを削除します。自動検出を有効にし、アプリケーションがクラス
ターの設定エンドポイントに接続している場合は、ノードの追加または削除時にアプリケーションに変更
を加える必要はありません。

詳細については、このガイドの「ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリング (p. 170)」を参
照してください。

アクセスの要件
設計上、Amazon ElastiCache クラスターは Amazon EC2 インスタンスからアクセスします。ElastiCache 
クラスターへのネットワークアクセスは、クラスターを作成したアカウントに制限されます。したがっ
て、Amazon EC2 インスタンスからクラスターに接続するには、Amazon EC2 インスタンスにクラス
ターへのアクセスを許可する必要があります。これを行う手順は、EC2-VPC で起動したか、または EC2-
Classic で起動したかによって異なります。

クラスターを EC2-VPC で起動した場合、クラスターにネットワーク進入を許可する必要があります。ク
ラスターを EC2-Classic で起動した場合、インスタンスに関連付けられた Amazon Elastic Compute Cloud 
セキュリティグループに、ElastiCache セキュリティグループへのアクセスを許可する必要があります。
詳細な手順については、このガイドの「ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23)」を参照してく
ださい。

リージョン、アベイラビリティーゾーン、およびローカルゾーン
の要件
Amazon ElastiCache はすべての AWS リージョンをサポートしています。アプリケーションに近い AWS 
リージョンに ElastiCache クラスターを配置することで、レイテンシーを低減できます。クラスターに複
数のノードがある場合、複数の異なるアベイラビリティーゾーンに、または Local Zones にノードを配置
することで、クラスター上の障害の影響を低減できます。

詳細については、次を参照してください。

• リージョンとアベイラビリティーゾーンの選択 (p. 36)
• ElastiCache での Local Zones の使用  (p. 42)
• 障害の軽減 (p. 322)
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ノードサイズの選択
クラスターに選択するノードのサイズによって、コスト、パフォーマンス、耐障害性が変わります。

Memcached ノードサイズの選択
Memcached クラスターには 1 つまたは複数のノードが含まれ、クラスターのデータは複数のノードに分
割されます。このため、クラスターで必要なメモリとノードで必要なメモリには関連性がありますが、同
じではありません。ノードの数を減らすか、より多くのより小さなノードを確保することにより、必要な
クラスターメモリの容量を実現できます。また、ニーズの変化に応じてクラスターへのノードの追加や削
除を行い、必要なものだけに支払うことができます。

クラスターの合計メモリ容量は、システムのオーバーヘッドを差し引いた後に、クラスター内のキャッ
シュノードの数に各ノードの RAM 容量を乗算して計算されます。各ノードの容量はノードタイプに基づ
いています。

cluster_capacity = number_of_nodes * (node_capacity - system_overhead)

クラスター内のノード数は、Memcached を実行するクラスターの可用性の重要な要素です。1 つのキャッ
シュノードで障害が発生した場合、アプリケーションの可用性とバックエンドデータベースの負荷に影響
を与える可能性があります。そのような場合、ElastiCache によって、障害が発生したノードの交換がプ
ロビジョニングされ、再配置されます。この可用性への影響を小さくするには、使用している大容量の
ノードを減らすのではなく、メモリとコンピューティングの容量をより小さい容量のより多くのノードに
分散させます。

35 GB のキャッシュメモリが必要なシナリオでは、以下のいずれかを設定できます。

• それぞれ 3.22 GB のメモリと 2 つのスレッドを持つ 11 の cache.t2.medium ノード = 35.42 GB、22 
スレッド。

• それぞれ 6.42 GB のメモリと 2 つのスレッドを持つ 6 つの cache.m4.large ノード = 38.52 GB、12 
スレッド。

• それぞれ 12.3 GB のメモリと 2 つのスレッドを持つ 3 つの cache.r4.large ノード = 36.90 GB、6 ス
レッド。

• それぞれ 14.28 GB のメモリと 4 つのスレッドを持つ 3 つの cache.m4.xlarge ノード = 42.84 
GB、12 スレッド。

ノードオプションの比較

ノードの種
類

メモリ 
(GiB)

コア 時間あたり
のコスト*

必要なノー
ド

合計メモリ 
(GiB)

合計コア 毎月のコス
ト 

cache.t2.medium 3.22 2 0.068 USD 11 35.42 22 538.56 
USD

cache.m4.large 6.42 2 0.156 USD 6 38.52 12 673.92 
USD

cache.m4.xlarge 14.28 4 0.311 USD 3 42.84 12 $ 671.76

cache.m5.xlarge 12.93 4 0.311 USD 3 38.81 12 $ 671.76

cache.m6g.large 6.85 2 0.147 USD 6 41.1 12 635 USD

cache.r4.large 12.3 2 0.228 USD 3 36.9 6 $ 492.48

cache.r5.large 13.07 2 0.216 USD 3 39.22 6 466.56 
USD
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ノードの種
類

メモリ 
(GiB)

コア 時間あたり
のコスト*

必要なノー
ド

合計メモリ 
(GiB)

合計コア 毎月のコス
ト 

cache.r6g.large 13.07 2 0.205 USD 3 42.12 6 442 USD

* 2020 年 10 月 8 日現在のノードあたりの時間あたりのコスト。

30 日 (720 時間) の使用率 100% の場合の 1 か月あたりのコスト。

これらのオプションは、それぞれ同様のメモリ容量を提供しますが、コンピューティング容量とコストは
異なります。特定のオプションのコストを比較するには、「Amazon ElastiCache の料金表」を参照してく
ださい。

Memcached を実行するクラスターでは、各ノードの使用可能なメモリの一部は接続のオーバーヘッド用
に使用されます。詳細については、「Memcached 接続オーバーヘッド (p. 200)」を参照してください。

複数のノードを使用して、それらの間でキーを分散させる必要があります。各ノードには、独自のエンド
ポイントがあります。エンドポイント管理を簡単にするには、ElastiCache の自動検出機能を使用して、
クライアントプログラムがクラスターのすべてのノードを自動的に識別できるようにします。詳細につい
ては、「クラスター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。

場合によっては、必要な容量がわからないことがあります。その場合、テストのために、1 つの
cache.m5.large ノードから始めることをお勧めします。次に、Amazon CloudWatch に発行されてい
る ElastiCache メトリクスを使用して、メモリ使用量、CPU 使用率、キャッシュヒット率をモニタリング
します。ElastiCache の CloudWatch メトリクスの詳細については、「CloudWatch メトリクスの使用状況
のモニタリング (p. 296)」を参照してください。本稼働のより大きな優れたワークロードの場合は、R5 
ノードが最高のパフォーマンスと RAM のコストバリューを提供します。

クラスターに必要なヒット率がない場合は、ノードを簡単に追加して、クラスターで使用可能なメモリの
合計を増やすことができます。

クラスターが CPU の制約を受けているが、十分なヒット率がある場合は、処理能力のより高いノードタ
イプで新しいクラスターを設定します。
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クラスターの作成
以下の例は、AWS Management Console、AWS CLI および ElastiCache APIを使用してクラスターを作成
する方法を示しています。

Memcached クラスター (CLI) の作成 (コンソール)
Memcached エンジンを使用している場合、Amazon ElastiCache では、複数のノード間でのデータの水平
分割がサポートされます。Memcached によって自動検出が有効になるため、各ノードのエンドポイント
を手動で追跡する必要はなくなります。Memcached によって各ノードのエンドポイントは追跡されて、
ノードの追加と削除に応じてエンドポイントのリストが更新されます。アプリケーションとクラスターの
やり取りで必要になるのは、設定エンドポイントのみになります。自動検出の詳細については、「クラス
ター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。

Memcachd クラスターを作成するには、「クラスターを作成する」の手順に従います。

クラスターのステータスが [available] になり次第、Amazon EC2 にアクセス権を付与して接続し、使用を
開始できます。詳細については、ステップ 3: クラスターへのアクセスの許可 (p. 23) および ステップ 4: ク
ラスターのノードに接続する (p. 24) を参照してください。

Important

クラスターが使用可能になった直後から、クラスターがアクティブである間は (実際に使用してい
ない場合でも)、時間に応じた料金が発生します。このクラスターに対する課金を中止するには、
クラスターを削除する必要があります。「クラスターの削除 (p. 92)」を参照してください。

クラスターの作成 (AWS CLI)
AWS CLI を使用してクラスターを作成するには、create-cache-cluster コマンドを使用します。

Important

クラスターが使用可能になった直後から、クラスターがアクティブである間は (実際に使用してい
ない場合でも)、時間に応じた料金が発生します。このクラスターに対する課金を中止するには、
クラスターを削除する必要があります。「クラスターの削除 (p. 92)」を参照してください。

Memcached キャッシュクラスターの作成 (AWS CLI)
次の CLI コードは、3 つのノードを持つ Memcached キャッシュクラスターを作成します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-cluster \
--cache-cluster-id my-cluster \
--cache-node-type cache.r4.large \
--engine memcached \
--engine-version 1.4.24 \
--cache-parameter-group default.memcached1.4 \
--num-cache-nodes 3

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-cluster ^
--cache-cluster-id my-cluster ^
--cache-node-type cache.r4.large ^
--engine memcached ^
--engine-version 1.4.24 ^
--cache-parameter-group default.memcached1.4 ^
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--num-cache-nodes 3

クラスターの作成 (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用してクラスターを作成するには、CreateCacheCluster アクションを使用しま
す。

Important

クラスターが使用可能になった直後から、そのクラスターがアクティブである間は（クラスター
を使用していない場合でも）、時間に応じた料金が発生します。このクラスターに対する課金を
中止するには、クラスターを削除する必要があります。「クラスターの削除 (p. 92)」を参照し
てください。

Memcached キャッシュクラスターの作成 (ElastiCache API)

次のコードでは、3 つのノードを持つ Memcached クラスターを作成します (ElastiCache API)。

改行は読みやすくするために追加しています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=CreateCacheCluster 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &CacheNodeType=cache.r4.large 
    &Engine=memcached 
    &NumCacheNodes=3 
    &SignatureVersion=4        
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150508T220302Z 
    &Version=2015-02-02 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Date=20150508T220302Z 
    &X-Amz-Expires=20150508T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Signature=<signature>
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クラスターの詳細を表示する
ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、1 つ以上のクラスターについて
の詳細を表示できます。

クラスターの詳細を表示する (コンソール)
ElastiCache コンソール、AWS CLI for ElastiCache、または ElastiCache API を使用して、Memcached ク
ラスターの詳細を表示できます。

次の手順は、ElastiCache コンソールを使用して Memcached クラスターの詳細を表示する方法を示して
います。

Memcached クラスターの詳細を表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上隅にある一覧から、目的の AWS リージョンを選択します。
3. ElastiCache コンソールダッシュボードで、[Memcached] を選択します。これにより、任意のバー

ジョンの Memcached を実行しているすべてのクラスターが一覧表示されます。
4. クラスターの詳細を表示するには、クラスター名の左側にあるボックスを選択します。
5. ノード情報を表示するには、[Nodes] (ノード) タブを選択します。このタブには、ノードの状態とエ

ンドポイントに関する情報が表示されます。
6. メトリクスを表示するには、[Metrics] (メトリクス) タブを選択します。このタブには、クラスター内

のすべてのノードに関連するメトリクスが表示されます。詳細については、「CloudWatch メトリク
スの使用状況のモニタリング (p. 296)」を参照してください。

7. [Network and security] (ネットワークとセキュリティ) タブを選択すると、クラスターのネットワーク
接続とサブネットグループ設定、VPC セキュリティグループの詳細が表示されます。詳細について
は、「サブネットおよびサブネットグループ (p. 232)」を参照してください。

8. [Maintenance] (メンテナンス) タブを選択すると、クラスターのメンテナンス設定の詳細が表示されま
す。詳細については、「メンテナンスの管理 (p. 169)」を参照してください。

9. [Tags] (タグ) タブを選択すると、クラスターリソースに適用されているタグの詳細が表示されます。
詳細については、「ElastiCache リソースのタグ付け (p. 144)」を参照してください。

クラスターの詳細の表示 (AWS CLI)
次のコードは、my-cluster の詳細をリストします。

aws elasticache describe-cache-clusters --cache-cluster-id my-cluster

create-cache-cluster コマンドを使用してクラスターが 1 つのキャッシュノードと 0 シャードで作成
された場合は、my-cluster を自分のクラスター名に置き換えます。

AWS Management Console を使用してクラスターを作成する場合(クラスターノードが 1 つ以上のシャー
ドで有効または無効)、以下のコマンドを使用してクラスターの詳細を記述します (my-cluster をレプリ
ケーショングループの名前 (自分のクラスターの名前)に置き換えます)。

aws elasticache describe-replication-groups --replication-group-id my-cluster 

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache トピック describe-cache-clusters の」を参照してく
ださい。
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クラスターの詳細の表示 (ElastiCache API)
ElastiCache API DescribeCacheClusters アクションを使用してクラスターの詳細を表示でき
ます。CacheClusterId パラメータが含まれる場合は、指定したクラスターの詳細が返されま
す。CacheClusterId パラメータを省略すると、最大で MaxRecords (デフォルトは 100) のクラスター
の詳細が返されます。MaxRecords の値は 20 未満、または 100 を超えることはできません。

次のコードは my-cluster の詳細を一覧します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeCacheClusters 
   &CacheClusterId=my-cluster 
   &Version=2015-02-02 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

次のコードは最大で 25 のクラスターの詳細を一覧します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeCacheClusters 
   &MaxRecords=25 
   &Version=2015-02-02 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

詳細については、「ElastiCache API リファレンストピック DescribeCacheClusters」を参照してくだ
さい。
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ElastiCache クラスターの変更
クラスターへのノードの追加またはクラスターからのノードの削除以外にも、セキュリティグループの追
加、メンテナンスウィンドウやパラメータグループの変更など、既存のクラスターに変更をかける必要が
ある場合があります。

メンテナンスウィンドウは使用率の最も低い時間帯に設定することをお勧めします。このため、場合に
よっては変更が必要になります。

クラスターのパラメータを変更すると、変更はすぐにクラスターに適用されるか、クラスターが再起動さ
れてから適用されます。これは、クラスターのパラメータグループ自体を変更するか、クラスターのパラ
メータグループ内のパラメータ値を変更するかに関係なく当てはまります。特定のパラメータの変更が適
用されるタイミングを確認するには、Memcached 固有のパラメータ (p. 190) および のテーブルの「変
更が有効になる」列を参照してください。クラスターのノードの再起動については、「クラスターの再起
動 (p. 81)」を参照してください。

AWS Management Console を使用する場合
クラスターを変更するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上のリストから、変更するクラスターが存在する AWS リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、変更するクラスターで実行されているエンジンを選択します。

選択したエンジンのクラスターが一覧表示されます。
4. クラスターのリストで、変更するクラスターの名前を選択します。
5. [アクション] を選択してから、[変更] を選択します。

[Modify Cluster] ウィンドウが表示されます。
6. [クラスターの変更] ウィンドウで、必要な変更を行います。オプションには以下が含まれます。

• エンジンバージョンの互換性
• ネットワークの種類

Note

IPv4 から IPv6 に切り替える場合は、IPv6 と互換性のあるサブネットグループを選択また
は作成する必要があります。詳細については、「ネットワークタイプの選択 (p. 68)」を参
照してください。

• VPC セキュリティグループ
• パラメータグループ
• メンテナンスウィンドウ
• SNS 通知のトピック

[Apply Immediately (すぐに適用)] チェックボックスはエンジンバージョンの変更にのみ適用されま
す。変更をすぐに適用するには、[Apply Immediately (すぐに適用)] チェックボックスをオンにしま
す。このチェックボックスがオフになっている場合、エンジンバージョンの変更は次回のメンテナン
スウィンドウ中に適用されます。その他の変更 (メンテナンス期間の変更など) はすぐに適用されま
す。

7. [Modify] (変更) を選択します。
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AWS CLI を使用する場合
AWS CLI modify-cache-cluster オペレーションを使用して既存のクラスターを変更できます。クラ
スターの設定値を変更するには、クラスターの ID、変更するパラメータ、パラメータの新しい値を指定し
ます。次の例では、my-cluster という名前のクラスターのメンテナンスウィンドウを変更し、変更内容
を直ちに適用します。

Important

最新のエンジンバージョンにアップグレードできます。その設定方法の詳細については、「エン
ジンバージョンのアップグレード (p. 143)」を参照してください。ただし、既存のクラスターを
削除して作成し直さない限り、以前のバージョンのエンジンにはダウングレードできません。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --preferred-maintenance-window sun:23:00-mon:02:00

--apply-immediately パラメータは、エンジンバージョンの変更および クラスターのノード数の
変更にのみ適用されます。これらの変更のいずれもすぐに適用する場合は、--apply-immediately
パラメータを使用します。これらの変更を次のメンテナンス期間に延期する場合は、--no-apply-
immediately パラメータを使用します。その他の変更 (メンテナンス期間の変更など) はすぐに適用され
ます。

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache トピック modify-cache-cluster の」を参照してくださ
い。

ElastiCache API の使用
ElastiCache API ModifyCacheCluster オペレーションを使用して既存のクラスターを変更できます。ク
ラスターの設定値を変更するには、クラスターの ID、変更するパラメータ、パラメータの新しい値を指定
します。次の例では、my-cluster という名前のクラスターのメンテナンスウィンドウを変更し、変更内
容を直ちに適用します。

Important

最新のエンジンバージョンにアップグレードできます。その設定方法の詳細については、「エン
ジンバージョンのアップグレード (p. 143)」を参照してください。ただし、既存のクラスターを
削除して作成し直さない限り、以前のバージョンのエンジンにはダウングレードできません。

改行は読みやすくするために追加しています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=ModifyCacheCluster 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &PreferredMaintenanceWindow=sun:23:00-mon:02:00 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150901T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20150202T220302Z 
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    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20150901T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

ApplyImmediately パラメータは、ノードタイプとエンジンバージョンの変更、 クラスターのノード
数の変更にのみ適用されます。これらの変更のいずれもすぐに適用する場合は、ApplyImmediately
パラメータを true に設定します。これらの変更を次のメンテナンス期間に延期する場合
は、ApplyImmediately パラメータを false に設定します。その他の変更 (メンテナンス期間の変更な
ど) はすぐに適用されます。

詳細については、「ElastiCache API リファレンストピック ModifyCacheCluster」を参照してくださ
い。
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クラスターの再起動
変更内容によっては、変更を適用するためにクラスター再起動する必要があります。例えば、一部のパラ
メータで、パラメータグループのパラメータ値の変更は、再起動後にのみ適用されます。

クラスターを再起動すると、クラスターのすべてのデータがフラッシュされ、エンジンが再起動されま
す。このプロセス中はクラスターにアクセスできません。クラスターですべてのデータがフラッシュされ
るため、そのクラスターもう一度利用可能になったときは、クラスターが空の状態でから開始します。

ElastiCache コンソール、ElastiCache の AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、クラスターを再
起動できます。ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用する場合でも、再起動
を開始できるのは 1 つのクラスターだけです。複数のクラスターを再起動するには、プロセスまたはオペ
レーションを繰り返す必要があります。

AWS Management Console の使用
ElastiCache コンソールを使用して、クラスターを再起動できます。

クラスターを再起動するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上隅にある一覧から、目的の AWS リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、再起動するクラスターで実行されているエンジンを選択します。

選択したエンジンを実行しているクラスターが一覧表示されます。
4. クラスター名の左側にあるボックスを選択して、再起動するクラスターを選択します。

[再起動] ボタンがアクティブになります。

複数のクラスターを選択すると、[再起動] ボタンはアクティブになりません。
5. [Reboot] を選択します。

クラスターの再起動確認画面が表示されます。
6. クラスターを再起動するには、[Reboot] を選択します。クラスターの状態が、クラスターノードの再

起動中に変わります。

クラスターを再起動しない場合は、[Cancel] を選択します。

複数のクラスターを再起動するには、再起動するクラスターごとにステップ 2～5 を繰り返します。1 つの
クラスターの再起動が終了するまで待たなくても、別のクラスターを再起動できます。

特定のノードを再起動するには、ノードを選択してから、[再起動] を選択します。

AWS CLI の使用
クラスター (AWS CLI) を再起動するには、reboot-cache-cluster CLI オペレーションを使用します。

クラスターの特定のノードを再起動するには、--cache-node-ids-to-reboot を使用して再起動する
クラスターを一覧します。次のコマンドは、my-cluster のノード 0001、0002、および 0004 を再起動しま
す。

Linux、macOS、Unix の場合:
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aws elasticache reboot-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004  

Windows の場合:

aws elasticache reboot-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --cache-node-ids-to-reboot 0001 0002 0004  

クラスターのすべてのノードを再起動するには、--cache-node-ids-to-reboot パラメータを使用し
て、クラスターのすべてのノードの ID を選択します。詳細については、「reboot-cache-cluster」を参照
してください。

ElastiCache API の使用
ElastiCache API を使用してクラスターを再起動するには、RebootCacheCluster アクションを使用しま
す。

クラスターの特定のノードを再起動するには、CacheNodeIdsToReboot を使用して再起動するクラス
ターを一覧します。次のコマンドは、my-cluster のノード 0001、0002、および 0004 を再起動します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=RebootCacheCluster 
   &CacheClusterId=my-cluster 
   &CacheNodeIdsToReboot.member.1=0001 
   &CacheNodeIdsToReboot.member.2=0002 
   &CacheNodeIdsToReboot.member.3=0004 
   &Version=2015-02-02 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

クラスターのすべてのノードを再起動するには、CacheNodeIdsToReboot パラメータを使用して、クラ
スターのすべてのノードの ID を選択します。詳細については、「RebootCacheCluster」を参照してくだ
さい。

クラスターへのノードの追加
Memcached クラスターにノードを追加すると、クラスターのパーティションの数が増えます。クラス
ターのパーティションの数を変更するときは、正しいノードにマップされるように、一部のキースペース
を再マッピングする必要があります。キースペースを再マッピングすると、クラスターでのキャッシュミ
スの数が一時的に増えます。詳細については、「効率的な負荷分散のための ElastiCache クライアントの
設定 (p. 158)」を参照してください。

ElastiCache マネジメントコンソール、AWS CLI または ElastiCache API を使用してクラスターにノード
を追加できます。

AWS Management Console を使用する場合
トピック

• ノードをクラスターに追加するには (コンソール) (p. 83)
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ノードをクラスターに追加するには (コンソール)

次の手順を使用して、クラスターにノードを追加できます。

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、ノードを追加する先のクラスターで実行されているエンジンを選択しま
す。

選択したエンジンを実行しているクラスターが一覧表示されます。
3. クラスターのリストから、ノードを追加する先のクラスターの名前を選択します。
4. [Add node] (ノードの追加) を選択します。
5. [ノードの追加] ダイアログボックスで、要求された情報を入力します。
6. このノードを直ちに追加する場合は [Apply Immediately (すぐに適用) - はい] ボタンを選択します。ク

ラスターの次のメンテナンス期間にこのノードを追加する場合は [いいえ] を選択します。

保留中のリクエストに対する新しい追加および削除リクエストの影響

シナリオ 保留中のオ
ペレーショ
ン

新しいリク
エスト

結果

シナリオ 1 Delete Delete 新しい削除リクエスト (保留中または即時) は、保留中
の削除リクエストを置き換えます。

例えば、ノード 0001、0003、0007 が削除保留中で、
ノード 0002 と 0004 を削除する新しいリクエストが発
行された場合、ノード 0002 と 0004 のみが削除されま
す。ノード 0001、0003、0007 は削除されません。

シナリオ 2 Delete 作成 新しい作成リクエスト (保留中または直ちに) は、保留
中の削除リクエストを置き換えます。

例えば、ノード 0001、0003、0007 の削除が保
留中で、ノードを作成する新しいリクエストが発
行された場合、新しいノードが作成され、ノード 
0001、0003、0007 は削除されません。

シナリオ 3 作成 Delete 新しい削除リクエスト (保留中または即時) は、保留中
の作成リクエストを置き換えます。

例えば、2 つのノードを作成する保留中の要求があり、
ノード 0003 を削除する新しいリクエストが発行された
場合、新しいノードは作成されず、ノード 0003 は削除
されます。

シナリオ 4 作成 作成 新しい作成リクエストが保留中の作成リクエストに追加
されます。

例えば、2 つのノードを作成する保留中のリクエストが
あり、3 つのノードを作成する新しいリクエストが発行
された場合、新しいリクエストは保留中のリクエストに
追加され、5 つのノードが作成されます。

Important

新しい作成リクエストが [直ちに適用 - はい] に
設定されると、すべての作成リクエストが直ち
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シナリオ 保留中のオ
ペレーショ
ン

新しいリク
エスト

結果

に実行されます。新しい作成リクエストが [直
ちに適用 - いいえ] に設定されると、すべての
作成リクエストは保留中になります。

保留中のオペレーションを確認するには、[説明] タブを選択し、表示されている保留中の作成または
削除の数を確認します。保留中の作成と保留中の削除の両方を持つことはできません。

7. [Add] ボタンを選択します。

しばらくすると、新しいノードが一覧表示され、ステータス [creating] になります。表示されない場
合は、ブラウザのページを更新します。ノードのステータスが [available] (利用可能) に変わったら、
新しいノードを使用できます。

AWS CLI を使用する場合
AWS CLI を使用してクラスターにノードを追加するには、以下のパラメーターを指定して AWS CLI オペ
レーション modify-cache-cluster を使用します。

• --cache-cluster-id ノードを追加する先のキャッシュクラスターの ID。
• --num-cache-nodes --num-cache-nodes パラメータは、変更の適用後に、このクラスターに必要

となるノードの数を指定します。このクラスターにノードを追加しても、--num-cache-nodes はこの
クラスター内の現在ノードの数よりも大きくする必要があります。この値が現在のノード数より少ない
場合、ElastiCache はパラメータ cache-node-ids-to-remove と、クラスターから削除するノードの
一覧を要求します。詳細については、「AWS CLI を使用する場合 (p. 88)」を参照してください。

• --apply-immediately または --no-apply-immediately は、次のメンテナンス時にこれらのノー
ドを追加するかどうかを指定します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --num-cache-nodes 5 \ 
    --apply-immediately

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --num-cache-nodes 5 ^ 
    --apply-immediately

このオペレーションでは、次のような出力が生成されます (JSON 形式)。

{ 
    "CacheCluster": { 
        "Engine": "memcached",  
        "CacheParameterGroup": { 
            "CacheNodeIdsToReboot": [],  
            "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
            "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
        },  
        "CacheClusterId": "my-cluster",  
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        "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",  
        "ConfigurationEndpoint": { 
            "Port": 11211,  
            "Address": "rlh-mem000.7alc7bf-example.cfg.usw2.cache.amazonaws.com" 
        },  
        "CacheSecurityGroups": [],  
        "CacheClusterCreateTime": "2016-09-21T16:28:28.973Z",  
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
        "CacheClusterStatus": "modifying",  
        "NumCacheNodes": 2,  
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",  
        "SecurityGroups": [ 
            { 
                "Status": "active",  
                "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2" 
            } 
        ],  
        "CacheSubnetGroupName": "default",  
        "EngineVersion": "1.4.24",  
        "PendingModifiedValues": { 
            "NumCacheNodes": 5 
        },  
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:00-sat:10:00",  
        "CacheNodeType": "cache.m3.medium", 
          
    }
}

詳細については、AWS CLI のトピック「modify-cache-cluster」を参照してください。

ElastiCache API の使用
ノードをクラスターに追加するには (ElastiCache API)

• 以下のパラメーターを指定して ModifyCacheCluster API オペレーションを呼び出します。

• CacheClusterId ノードを追加する先のクラスターの ID。
• NumCacheNodes NumCachNodes パラメータは、変更の適用後に、このクラスターに必要となる

ノードの数を指定します。このクラスターにノードを追加しても、NumCacheNodes はこのクラス
ター内の現在ノードの数よりも大きくする必要があります。この値が現在のノードの数より少ない
場合、ElastiCache は CacheNodeIdsToRemove パラメータとノードのリストがノードをクラス
ターから削除することを想定します (「ElastiCache API の使用 (p. 90)」を参照)。

• ApplyImmediately は、次のメンテナンス時にこれらのノードを追加するかどうかを指定しま
す。

• Region ノードを追加するクラスターの AWS リージョンを指定します。

次の例は、クラスターにノードを追加する呼び出しを示しています。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=ModifyCacheCluster 
    &ApplyImmediately=true 
    &NumCacheNodes=5 
 &CacheClusterId=my-cluster 
 &Region=us-east-2 
    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
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    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、「ElastiCache API トピック ModifyCacheCluster」を参照してください。
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クラスターからのノードの削除
Memcached クラスターのノード数を変更するたびに、正しいノードにマップできるようにキースペース
の一部を再マッピングする必要があります。Memcached クラスターの負荷分散の詳細については、「効
率的な負荷分散のための ElastiCache クライアントの設定 (p. 158)」を参照してください。

AWS Management Console、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、クラスターからノードを削
除できます。

AWS Management Console を使用する場合
クラスターからノードを削除するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上にあるリストから、ノードを削除するクラスターの AWS リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、ノードを削除するクラスターで実行されているエンジンを選択します。

選択したエンジンを実行しているクラスターが一覧表示されます。
4. クラスターの一覧から、ノードを削除するクラスターの名前を選択します。

クラスターのノードが一覧表示されます。
5. 削除するノードのノード ID の左側にあるボックスをオンにします。ElastiCache コンソール で同時に

削除できるノードは 1 つのみです。複数のノードを選択すると、[ノードの削除] ボタンは使用できま
せん。

[ノードの削除] ページが表示されます。
6. ノードを削除するには、[ノードの削除] ページに入力し、[ノードの削除] を選択します。ノードを保

持するには、[キャンセル] を選択します。

保留中のリクエストに対する新しい追加および削除リクエストの影響

シナリオ 保留中のオ
ペレーショ
ン

新しいリク
エスト

結果

シナリオ 1 Delete Delete 新しい削除リクエスト (保留中または即時) は、保留中の削
除リクエストを置き換えます。

例えば、ノード 0001、0003、0007 が削除保留中で、ノー
ド 0002 と 0004 を削除する新しいリクエストが発行され
た場合、ノード 0002 と 0004 のみが削除されます。ノー
ド 0001、0003、0007 は削除されません。

シナリオ 2 Delete 作成 新しい作成リクエスト (保留中または直ちに) は、保留中の
削除リクエストを置き換えます。

例えば、ノード 0001、0003、0007 の削除が保留中で、
ノードを作成する新しいリクエストが発行された場合、新
しいノードが作成され、ノード 0001、0003、0007 は削除
されません。

シナリオ 3 作成 Delete 新しい削除リクエスト (保留中または即時) は、保留中の作
成リクエストを置き換えます。
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シナリオ 保留中のオ
ペレーショ
ン

新しいリク
エスト

結果

例えば、2 つのノードを作成する保留中の要求があり、
ノード 0003 を削除する新しいリクエストが発行された場
合、新しいノードは作成されず、ノード 0003 は削除され
ます。

シナリオ 4 作成 作成 新しい作成リクエストが保留中の作成リクエストに追加さ
れます。

例えば、2 つのノードを作成する保留中のリクエストがあ
り、3 つのノードを作成する新しいリクエストが発行され
た場合、新しいリクエストは保留中のリクエストに追加さ
れ、5 つのノードが作成されます。

Important

新しい作成リクエストが [直ちに適用 - はい] に設
定されると、すべての作成リクエストが直ちに実
行されます。新しい作成リクエストが [直ちに適
用 - いいえ] に設定されると、すべての作成リク
エストは保留中になります。

保留中のオペレーションを確認するには、[説明] タブを選択し、表示されている保留中の作成または削除
の数を確認します。保留中の作成と保留中の削除の両方を持つことはできません。

AWS CLI を使用する場合
1. 削除するノードの ID を確認します。詳細については、「クラスターの詳細を表示する (p. 76)」を参

照してください。
2. 次の例のように、削除するノードの一覧を使用して modify-cache-cluster CLI オペレーションを

呼び出します。

コマンドラインインターフェイスを使用してクラスターからノードを削除するには、以下のパラメー
ターを指定して modify-cache-cluster コマンドを使用します。

• --cache-cluster-id ノードを削除するキャッシュクラスターの ID。
• --num-cache-nodes --num-cache-nodes パラメータは、変更の適用後に、このクラスターに

必要となるノードの数を指定します。
• --cache-node-ids-to-remove このクラスターから削除するノード ID のリスト。
• --apply-immediately または --no-apply-immediately は、次のメンテナンス時にこれらの

ノードを削除するかどうかを指定します。
• --region 複数のノードを削除するクラスターの AWS リージョンを指定します。

次の例では、my-cluster クラスターからノード 0001 を直ちに削除します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --num-cache-nodes 2 \ 
    --cache-node-ids-to-remove 0001 \ 
    --region us-east-2 \ 
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    --apply-immediately   

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --num-cache-nodes 2 ^ 
    --cache-node-ids-to-remove 0001 ^ 
    --region us-east-2 ^ 
    --apply-immediately   

このオペレーションでは、次のような出力が生成されます (JSON 形式)。

{ 
    "CacheCluster": { 
        "Engine": "memcached",  
        "CacheParameterGroup": { 
            "CacheNodeIdsToReboot": [],  
            "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
            "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
        },  
        "CacheClusterId": "my-cluster",  
        "PreferredAvailabilityZone": "us-east-2b",  
        "ConfigurationEndpoint": { 
            "Port": 11211,  
            "Address": "rlh-mem000.7ef-example.cfg.usw2.cache.amazonaws.com" 
        },  
        "CacheSecurityGroups": [],  
        "CacheClusterCreateTime": "2016-09-21T16:28:28.973Z", 9dcv5r 
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
        "CacheClusterStatus": "modifying",  
        "NumCacheNodes": 3,  
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",  
        "SecurityGroups": [ 
            { 
                "Status": "active",  
                "SecurityGroupId": "sg-dbe93fa2" 
            } 
        ],  
        "CacheSubnetGroupName": "default",  
        "EngineVersion": "1.4.24",  
        "PendingModifiedValues": { 
            "NumCacheNodes": 2,  
            "CacheNodeIdsToRemove": [ 
                "0001" 
            ] 
        },  
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:09:00-sat:10:00",  
        "CacheNodeType": "cache.m3.medium", 
          
    }
}

詳細については、AWS CLI のトピック「describe-cache-cluster および modify-cache-
cluster」を参照してください。
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ElastiCache API の使用
ElastiCache API を使用してノードを削除するには、次のようにキャッシュクラスター ID と削除するノー
ドの一覧を使用して ModifyCacheCluster API オペレーションを呼び出します。

• CacheClusterId ノードを削除するキャッシュクラスターの ID。
• NumCacheNodes NumCacheNodes パラメータは、変更の適用後に、このクラスターに必要となるノー

ドの数を指定します。
• CacheNodeIdsToRemove.member.n クラスターから削除するノード ID の一覧。

• CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004
• CacheNodeIdsToRemove.member.1=0005

• ApplyImmediately は、次のメンテナンス時にこれらのノードを削除するかどうかを指定します。
• Region 1 つのノードを削除するクラスターの AWS リージョンを指定します。

次の例では、my-cluster クラスターからノード 0004 と 0005 を直ちに削除します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=ModifyCacheCluster 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &ApplyImmediately=true 
    &CacheNodeIdsToRemove.member.1=0004 
    &CacheNodeIdsToRemove.member.2=0005 
    &NumCacheNodes=3    
    &Region us-east-2 
    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、「ElastiCache API トピック ModifyCacheCluster」を参照してください。
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保留中のノードの追加または削除オペレーションの
キャンセル

変更を直ちに適用しないことを選択した場合、操作は、次のメンテナンス時間に実行されるまで pending
ステータスになります。保留中のオペレーションはすべてキャンセルできます。

保留中のオペレーションをキャンセルするには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 右上のリストから、保留中のノードの追加または削除オペレーションをキャンセルする AWS リー
ジョンを選択します。

3. ナビゲーションペインで、保留中のオペレーションをキャンセルするクラスターで実行されているエ
ンジンを選択します。選択したエンジンを実行しているクラスターが一覧表示されます。

4. クラスターのリストで、キャンセルする保留中のオペレーションがあるクラスターの名前 (クラス
ター名の左にあるボックスではなく) を選択します。

5. 保留中のオペレーションを確認するには、[説明] タブを選択し、表示されている保留中の作成または
削除の数を確認します。保留中の作成と保留中の削除の両方を持つことはできません。

6. [Nodes] タブを選択します。
7. すべての保留中のオペレーションをキャンセルするには、[Cancel Pending] をクリックします。

[Cancel Pending] ダイアログボックスが表示されます。
8. [Cancel Pending] ボタンを選択して、すべての保留中のオペレーションをキャンセルすることを確認

します。オペレーションを保持する場合は、[Cancel] を選択します。
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クラスターの削除
クラスターが使用可能な状態であれば、実際に使用しているかどうかに関係なく課金されます。課金を中
止するには、クラスターを削除します。

Warning

ElastiCache for Redis クラスターを削除しても、手動スナップショットは保持されます。クラス
ターを削除する前に最終スナップショットを作成することもできます。自動キャッシュスナップ
ショットは保持されません。

AWS Management Console の使用
次の手順では、デプロイから 1 つのクラスターを削除します。複数のクラスターを削除するには、削除す
るクラスターごとに同じ手順を繰り返してください。別のクラスターの削除手順を開始する前に、1 つの
クラスターの削除が終了するのを待つ必要はありません。

クラスターを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ElastiCache コンソールのダッシュボードで、削除するクラスターで実行されているエンジンを選択
します。

そのエンジンを実行しているすべてのクラスターが一覧表示されます。
3. 削除するクラスターを選択するには、クラスターのリストからそのクラスターの名前を選択します。

Important

ElastiCache コンソールから、一度に 1 つずつクラスターを削除できます。複数のクラス
ターを選択すると、削除オペレーションが無効になります。

4. [アクション] について [削除] を選択します。
5. [クラスターの削除] 確認画面で、[削除] を選択してクラスターを削除するか、[キャンセル] を選択して

クラスターを保持します。

[Delete] を選択した場合は、クラスターのステータスが削除中に変わります。

クラスターがクラスターのリストに表示されなくなるとすぐに、課金が停止されます。

AWS CLI の使用
次のコードでは、キャッシュクラスター my-cluster を削除します。

aws elasticache delete-cache-cluster --cache-cluster-id my-cluster

delete-cache-cluster CLI アクションは 1 つのキャッシュクラスターのみを削除します。複数
のキャッシュクラスターを削除する場合は、削除するキャッシュクラスターごとに delete-cache-
cluster を呼び出します。1 つのキャッシュクラスターの削除が終了するまで待たなくても次のクラス
ターを削除できます。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache delete-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --region us-east-2
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Windows の場合:

aws elasticache delete-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --region us-east-2

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache トピック delete-cache-cluster」を参照してくださ
い。

ElastiCache API の使用
次のコードはクラスター my-cluster を削除します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/     
    ?Action=DeleteCacheCluster 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &Region us-east-2 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20150202T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

DeleteCacheCluster API オペレーションは 1 つのキャッシュクラスターのみを削除します。複数の
キャッシュクラスターを削除する場合は、削除するキャッシュクラスターごとに DeleteCacheCluster
を呼び出します。1 つのキャッシュクラスターの削除が終了するまで待たなくても次のクラスターを削除
できます。

詳細については、「ElastiCache API リファレンストピック DeleteCacheCluster」を参照してくださ
い。
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クラスターへのアクセス
Amazon ElastiCache インスタンスは、Amazon EC2 インスタンスを介してアクセスするように設計され
ています。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内で ElastiCache インスタンスを起動した場合は、同じ 
Amazon VPC 内の Amazon EC2 インスタンスから ElastiCache インスタンスにアクセスできます。また
は、VPC ピアリングを使用して、異なる Amazon VPC 内の Amazon EC2 から ElastiCache インスタンス
にアクセスできます。

ElastiCache インスタンスを EC2 Classic で起動した場合、そのインスタンスに関連付けられた Amazon 
EC2 セキュリティグループに、キャッシュセキュリティグループへのアクセスを許可することで、EC2 イ
ンスタンスにクラスターへのアクセスを許可することができます。デフォルトでは、クラスターへのアク
セスはそのクラスターを起動したアカウントに制限されています。

トピック
• クラスターのプラットフォームの確認 (p. 94)
• クラスターへのアクセスの許可 (p. 97)

クラスターのプラットフォームの確認
先に進む前に、EC2-VPC と EC2-Classic のどちらでクラスターを起動したかを確認します。

詳細については、「サポートされているプラットフォームとデフォルト VPC があるかどうかを確認する」
を参照してください。
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クラスターのプラットフォームの確認

ElastiCache コンソールを使用してクラスタープラットフォームを確認する

以下の手順では ElastiCache コンソールを使用して、EC2-VPC または EC2-Classic のどちらでクラスター
を起動したかを確認します。

ElastiCache コンソールを使用してクラスタープラットフォームを確認するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. Memcached エンジンを実行しているクラスターのリストを表示するには、左のナビゲーションペイ
ンで、[Memcached] を選択します。

3. クラスターのリストで、クラスター名を選択して (その左にあるボタンではありません)、アクセスを
承認するクラスターを展開します。

4. [Network and security] (ネットワークとセキュリティ) タブを選択します。
5. [Subnet group:] (サブネットグループ:) を見つけます。

• 図のように [Subnet group] (サブネットグループ) に名前と [VPC ID] が入力されている場合は、ク
ラスターが EC2-VPC で起動されています。「EC2-VPC でクラスターを起動した (p. 97)」に
進んでください。

• [Subnet group] (サブネットグループ) 名ではなくダッシュ (-) が表示される場合は、クラスターが 
EC2-Classic で起動されています。「EC2-Classic でクラスターを起動した場合 (p. 98)」に進
んでください。

詳細については、「サポートされているプラットフォームとデフォルト VPC があるかどうかを確認する」
を参照してください。

AWS CLI を使用してクラスタープラットフォームを確認する

以下の手順では AWS CLI を使用して、EC2-VPC または EC2-Classic のどちらでクラスターを起動したか
を確認します。

AWS CLI を使用してクラスタープラットフォームを確認するには

1. コマンドウィンドウを開きます。
2. コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters \
--show-cache-cluster-details \
--cache-cluster-id my-cluster

Windows の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters ^

API バージョン 2015-02-02
96

https://console.aws.amazon.com/elasticache/
https://console.aws.amazon.com/elasticache/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html#detecting-platform


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド
クラスターへのアクセスの許可

--show-cache-cluster-details ^
--cache-cluster-id my-cluster

このコマンドの JSON 出力は次のようになります。スペースを節約するため、出力の一部は省略され
ています。

{
"CacheClusters": [ 
    { 
         "Engine": "memcached", 
         
        "AuthTokenEnabled": false,  
        "CacheParameterGroup": { 
            "CacheNodeIdsToReboot": [],  
             "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",
            
            "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
        },  
        "CacheClusterId": "my-cluster-001",  
        "CacheSecurityGroups": [],  
        "NumCacheNodes": 1,  
        "AtRestEncryptionEnabled": false,  
        "CacheClusterCreateTime": "2018-01-16T20:09:34.449Z",  
        "ReplicationGroupId": "my-cluster",  
        "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
        "CacheClusterStatus": "available",  
        "PreferredAvailabilityZone": "us-east-2a",  
        "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",  
        "SecurityGroups": [ 
            { 
                "Status": "active",  
                "SecurityGroupId": "sg-e8c03081" 
            } 
        ],  
        "TransitEncryptionEnabled": false,  
         "CacheSubnetGroupName": "default",  
        "EngineVersion": "6.0",  
        "PendingModifiedValues": {},  
        "PreferredMaintenanceWindow": "sat:05:30-sat:06:30",  
        "CacheNodeType": "cache.t2.medium", 
         
    }
]
}

• CacheSubnetGroupName の値がある場合は、クラスターが EC2-VPC で起動されています。
「EC2-VPC でクラスターを起動した (p. 97)」に進んでください。

• CacheSubnetGroupName の値がない場合は、クラスターが EC2-Classic で起動されています。
「EC2-Classic でクラスターを起動した場合 (p. 98)」に進んでください。

クラスターへのアクセスの許可
EC2-VPC でクラスターを起動した
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) でクラスターを起動した場合、同じ Amazon VPC で実行さ
れている Amazon EC2 インスタンスからのみ ElastiCache クラスターに接続できます。この場合、クラス
ターに対するネットワーク進入を許可する必要があります。
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Note

[Local Zones] を使用している場合、それを有効にしていることを確認します。詳細については、
「Local Zones の有効化」を参照してください。これにより、VPC はそのローカルゾーンに拡張
され、VPC はそのサブネットを他のアベイラビリティーゾーン、関連するゲートウェイ、ルート
テーブル、およびその他のセキュリティグループの考慮事項のサブネットとして扱い、自動的に
調整されます。

Amazon VPC セキュリティグループからクラスターへのネットワーク進入を許可するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Network & Security] の下にある [Security Groups] を選択します。
3. セキュリティグループのリストから、Amazon VPC のセキュリティグループを選択しま

す。ElastiCache 用のセキュリティグループを作成した場合を除き、このセキュリティグループは、
[default] という名前になります。

4. [Inbound] タブを選択し、次の操作を行います。

a. [Edit] を選択します。
b. [ルールの追加] を選択します。
c. [Type] 列で [Custom TCP rule] を選択します。
d. [Port range] ボックスに、クラスターノードのポート番号を入力します。この番号は、クラスター

の起動時に指定した番号と同じ番号である必要があります。Memcached のデフォルトポートは
11211 です。。

e. [Source] ボックスで [Anywhere] を選択します。ポート範囲が 0.0.0.0/0 になるため、Amazon 
VPC 内で起動したすべての Amazon EC2 インスタンスを ElastiCache ノードに接続できます。

Important

ElastiCache クラスターを 0.0.0.0/0 に設定すると、パブリック IP アドレスが割り当て
られず、VPC 外からアクセスできないため、クラスターはインターネットに公開されま
せん。ただし、お客様のアカウントの他の Amazon EC2 インスタンスにデフォルトのセ
キュリティグループが適用され、そのインスタンスにパブリック IP アドレスが付与され
る場合があります。それがデフォルトポートで何かを実行している場合、そのサービス
が意図せず公開されることがあります。そのため、ElastiCache でのみ使用される VPC 
のセキュリティグループを作成されることをお勧めします。詳細については、「 カスタ
ムセキュリティグループ」を参照してください。

f. [Save] を選択します。

Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスを起動すると、そのインスタンスは ElastiCache クラスターに
接続できます。

EC2-Classic でクラスターを起動した場合
クラスターを EC2-Classic で起動した場合、Amazon EC2 インスタンスにクラスターへのアクセスを許可
するには、そのインスタンスに関連付けられた Amazon EC2 セキュリティグループに、キャッシュセキュ
リティグループへのアクセスを許可する必要があります。

Amazon EC2 セキュリティグループにクラスターへのアクセスを許可するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. セキュリティグループのリストを表示するには、左のナビゲーションペインから [Security Groups] を
選択します。
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Important

[Security Groups] (セキュリティグループ) がナビゲーションペインにリストされていない場
合は、クラスターが EC2-Classic ではなく EC2-VPC で起動されています。「EC2-VPC でク
ラスターを起動した (p. 97)」の指示に従ってください。

3. [default] セキュリティグループの左側にあるチェックボックスをオンにします。
4. 画面の下部のリストから、許可する EC2 セキュリティグループ名を選択します。
5. アクセスを許可するには、[Add] を選択します。

これで、セキュリティグループに関連付けられた Amazon EC2 インスタンスを、ElastiCache クラス
ターに接続できるようになりました。

セキュリティグループのアクセスを取り消すには、許可されたセキュリティグループのリストから該当の
セキュリティグループを見つけて [Remove] を選択します。

ElastiCache セキュリティグループの使用の詳細については、「セキュリティグループ: EC2-
Classic (p. 241)」を参照してください。
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AWS 外部からの ElastiCache リソースへのアクセス
Elasticache は、VPC の内部で使用するように設計されたサービスです。インターネットトラフィックの
遅延やセキュリティ上の懸念により、外部アクセスは推奨されません。ただし、テストや開発の目的で 
Elasticache への外部アクセスが必要な場合は、VPN 経由で許可できます。

AWS クライアント VPN を使用して Elasticache ノードへの外部アクセスを許可すると、以下の利点があ
ります。

• 承認されたユーザーまたは認証キーへのアクセスの制限
• VPN クライアントと AWS VPN エンドポイント間のトラフィックの暗号化
• 特定のサブネットまたはノードへのアクセスの制限
• ユーザーまたは認証キーからのアクセスの容易な取り消し
• 接続の監査

次に、以下の方法について手順を示します。

トピック
• 認証局の作成 (p. 100)
• AWS クライアント VPN コンポーネントの設定 (p. 101)
• VPN クライアントの設定 (p. 103)

認証局の作成

認証局 (CA) は、さまざまな手法やツールを使用して作成できます。ここでは、OpenVPN プロジェクトが
提供する easy-rsa ユーティリティをお勧めします。選択するオプションにかかわらず、キーは安全に保管
してください。次の手順では、easy-rsa スクリプトをダウンロードし、最初の VPN クライアントを認証
するための認証局とキーを作成します。

• 初期証明書を作成するには、ターミナルを開き、次の操作を行います。
• git clone https://github.com/OpenVPN/easy-rsa
• cd easy-rsa
• ./easyrsa3/easyrsa init-pki
• ./easyrsa3/easyrsa build-ca nopass
• ./easyrsa3/easyrsa build-server-full server nopass
• ./easyrsa3/easyrsa build-client-full client1.domain.tld nopass

証明書を含む pki サブディレクトリが easy-rsa の下に作成されます。
• サーバー証明書を AWS Certificate Manager (ACM) に送信します。

• ACM コンソールで、[Certificate Manager] を選択します。
• [証明書のインポート] を選択します。
• easy-rsa/pki/issued/server.crt ファイルにあるパブリックキー証明書を [証明書本文] フィー

ルドに入力します。
• easy-rsa/pki/private/server.key にあるプライベートキーを [証明書のプライベートキー] 

フィールドに貼り付けます。BEGIN AND END PRIVATE KEY 間にあるすべての行 (BEGIN 行と END
行を含む) を選択してください。

• easy-rsa/pki/ca.crt ファイルにある CA パブリックキーを [証明書チェーン] フィールドに貼り
付けます。

• [レビューとインポート] を選択します。
• [インポート] を選択します。
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AWS CLI を使用してサーバーの証明書を ACM に送信するには、次のコマンドを実行します: aws 
acm import-certificate --certificate fileb://easy-rsa/pki/issued/server.crt 
--private-key fileb://easy-rsa/pki/private/server.key --certificate-chain 
file://easy-rsa/pki/ca.crt --region region

後で使用するために証明書 ARN を書き留めます。

AWS クライアント VPN コンポーネントの設定

AWS コンソールを使用する

AWS コンソールで、[サービス]、[VPC] の順に選択します。

[仮想プライベートネットワーク] で、[クライアント VPN エンドポイント] を選択し、次の操作を行いま
す。

AWS クライアント VPN コンポーネントの設定

• [クライアント VPN エンドポイントの作成] を選択します。
• 以下のオプションを指定します。

• クライアント IPv4 CIDR: /22 以上の範囲のネットマスクを持つプライベートネットワークを使用し
ます。選択したサブネットが VPC ネットワークのアドレスと競合していないことを確認します。例: 
10.0.0.0/22。

• [サーバー証明書 ARN] で、以前にインポートした証明書の ARN を選択します。
• [相互認証の使用] を選択します。
• [クライアント証明書 ARN] で、以前にインポートした証明書の ARN を選択します。
• [クライアント VPN エンドポイントの作成] を選択します。

AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。

aws ec2 create-client-vpn-endpoint --client-cidr-block "10.0.0.0/22" --server-
certificate-arn arn:aws:acm:us-east-1:012345678912:certificate/0123abcd-
ab12-01a0-123a-123456abcdef --authentication-options Type=certificate-
authentication,,MutualAuthentication={ClientRootCertificateChainArn=arn:aws:acm:us-
east-1:012345678912:certificate/123abcd-ab12-01a0-123a-123456abcdef} --
connection-log-options Enabled=false

出力例:

"ClientVpnEndpointId": "cvpn-endpoint-0123456789abcdefg", 
"Status": { "Code": "pending-associate" }, "DnsName": "cvpn-
endpoint-0123456789abcdefg.prod.clientvpn.us-east-1.amazonaws.com" }

ターゲットネットワークと VPN エンドポイントの関連付け

• 新しい VPN エンドポイントを選択し、[関連付け] タブを選択します。
• [関連付け] を選択し、以下のオプションを指定します。

• VPC: Elasticache クラスターの VPC を選択します。
• Elasticache クラスターのネットワークの 1 つを選択します。不確かな場合は、Elasticache ダッシュ

ボードの [サブネットグループ] でネットワークを確認します。
• [関連付け] を選択します。必要に応じて、残りのネットワークについても同じ手順を繰り返します。
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AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。

aws ec2 associate-client-vpn-target-network --client-vpn-endpoint-id cvpn-
endpoint-0123456789abcdefg --subnet-id subnet-0123456789abdcdef

出力例:

"Status": { "Code": "associating" }, "AssociationId": "cvpn-
assoc-0123456789abdcdef" }

VPN セキュリティグループの確認

VPN エンドポイントは、VPC のデフォルトのセキュリティグループを自動的に採用します。インバウン
ドルールとアウトバウンドルールをチェックし、セキュリティグループが VPN ネットワーク (VPN エンド
ポイント設定で定義) から Elasticache ネットワークへのトラフィックをサービスポート (Redis のデフォ
ルトは 6379、Memcached のデフォルトは 11211) で許可するかどうかを確認します。

VPN エンドポイントに割り当てられたセキュリティグループを変更する必要がある場合は、次の手順を実
行します。

• 現在のセキュリティグループを選択します。
• [セキュリティグループの適用] を選択します。
• 新しいセキュリティグループを選択します。

AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。

aws ec2 apply-security-groups-to-client-vpn-target-network --client-vpn-
endpoint-id cvpn-endpoint-0123456789abcdefga  --vpc-id vpc-0123456789abdcdef --
security-group-ids sg-0123456789abdcdef

出力例:

"SecurityGroupIds": [ "sg-0123456789abdcdef" ] }

Note

ElastiCache セキュリティグループは、VPN クライアントからのトラフィックも許可する必要が
あります。クライアントのアドレスは、VPC ネットワークに従って VPN エンドポイントアドレ
スでマスクされます。したがって、Elasticache セキュリティグループでインバウンドルールを作
成するときは、VPC ネットワーク (VPN クライアントのネットワークではありません) を考慮し
てください。

宛先ネットワークへの VPN アクセスの許可

[認証] タブで [受信の承認] を選択し、以下を指定します。

• アクセスを有効にする送信先ネット: 0.0.0.0/0 を使用して任意のネットワーク (インターネットを含む) 
へのアクセスを許可するか、Elasticache ネットワーク/ホストを制限します。

• [アクセスを付与する対象] で、[すべてのユーザーにアクセスを許可する] を選択します。
• [認証ルールの追加] を選択します。

AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。
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aws ec2 authorize-client-vpn-ingress --client-vpn-endpoint-id cvpn-
endpoint-0123456789abcdefg --target-network-cidr 0.0.0.0/0 --authorize-all-
groups

出力例:

{ "Status": { "Code": "authorizing" } }

VPN クライアントからインターネットへのアクセスの許可

VPN 経由でインターネットをブラウズする必要がある場合は、追加のルートを作成する必要があります。
[ルートテーブル] タブを選択し、[ルートの作成] を選択します。

• ルート送信先: 0.0.0.0/0
• ターゲット VPC サブネット ID: インターネットにアクセスできる、関連付けられたサブネットの 1 つを

選択します。
• [ルートの作成] を選択します。

AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。

aws ec2 create-client-vpn-route --client-vpn-endpoint-id cvpn-
endpoint-0123456789abcdefg --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --target-vpc-
subnet-id subnet-0123456789abdcdef

出力例:

{ "Status": { "Code": "creating" } }

VPN クライアントの設定

AWS クライアント VPN ダッシュボードで、最近作成した VPN エンドポイントを選択し、
[クライアント設定のダウンロード] を選択します。設定ファイル、easy-rsa/pki/issued/
client1.domain.tld.crt ファイル、および easy-rsa/pki/private/client1.domain.tld.key
ファイルをコピーします。設定ファイルを編集し、以下のパラメータを変更または追加します。

• cert: client1.domain.tld.crt ファイルを指すパラメータ cert を使用して新しい行を追加します。
ファイルへの完全なパスを使用します。例: cert /home/user/.cert/client1.domain.tld.crt

• cert: key: client1.domain.tld.key ファイルを指すパラメータ key を使用して新しい
行を追加します。ファイルへの完全なパスを使用します。例: key /home/user/.cert/
client1.domain.tld.key

コマンド sudo openvpn --config downloaded-client-config.ovpnを使用して VPN 接続を確立
します。

アクセスの取り消し

特定のクライアントキーからのアクセスを無効にする必要がある場合は、CA でキーを取り消します。次
に、取り消しリストを AWS クライアント VPN に送信します。

easy-rsa でキーを取り消す方法は次のとおりです。

• cd easy-rsa
• ./easyrsa3/easyrsa revoke client1.domain.tld
• 続行するには、「yes」と入力します。中止するには、その他を入力します。
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Continue with revocation: `yes` ... * `./easyrsa3/easyrsa gen-crl
• 更新された CRL が作成されます。CRL ファイル: /home/user/easy-rsa/pki/crl.pem

AWS クライアント VPN への取り消しリストのインポート:

• AWS Management Console で、[サービス]、[VPC] の順に選択します。
• [クライアント VPN エンドポイント] を選択します。
• クライアント VPN エンドポイントを選択し、[アクション]、[クライアント証明書 CRL のインポート] の

順に選択します。
• crl.pem ファイルの内容を貼り付けます。

AWS CLI の使用

次のコマンドを実行します。

aws ec2 import-client-vpn-client-certificate-revocation-list --certificate-
revocation-list file://./easy-rsa/pki/crl.pem --client-vpn-endpoint-id cvpn-
endpoint-0123456789abcdefg

出力例:

Example output: { "Return": true }

接続エンドポイントの検索
エンドポイントを使用してアプリケーションがクラスターに接続します。エンドポイントはノードまたは
クラスターの一意のアドレスです。

使用するエンドポイント

• Memcached クラスター。自動検出を使用する場合は、クラスターの設定エンドポイントを Memcached 
クライアントの設定に使用できます。つまり、自動検出をサポートするクライアントを使用する必要が
あります。

自動検出を使用しない場合は、読み取りと書き込みに個々のノードのエンドポイントを使用するように
クライアントを設定する必要があります。また、ノードの追加や削除時にはそれらのエンドポイントを
更新する必要があります。

 

以下のセクションで、実行するエンジンに必要なエンドポイントの検索について説明します。
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クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール)
すべての Memcached エンドポイントは読み取り/書き込みエンドポイントです。Memcached クラスター
内のノードに接続するには、アプリケーションは、各ノードのエンドポイントを使用できるか、クラス
ターの設定エンドポイントと自動検出を使用できる必要があります。自動検出を使用するには、自動検出
をサポートするクライアントを使用する必要があります。

自動検出を使用するとき、クライアントアプリケーションは設定エンドポイントを使用して Memcached 
クラスターに接続します。ノードの追加や削除を行ってクラスターをスケーリングするたびに、アプリ
ケーションは自動的にクラスターのすべてのノードを「検出して、それらのどのノードにも接続できま
す。アプリケーションで自動検出が行われない場合は、ノードを追加したり削除したりするたびにエンド
ポイントを手動で更新する必要があります。自動検出の詳細については、「クラスター内のノードを自動
的に識別する (p. 108)」を参照してください。

エンドポイントをコピーするには、エンドポイントアドレスのすぐ前にあるコピーアイコンを選択しま
す。エンドポイントを使用してノードに接続する方法については、「ノードに接続する (p. 47)」を参照し
てください。

設定エンドポイントとノードエンドポイントはよく似ています。その違いは以下の太字の部分です。

myclustername.xxxxxx.cfg.usw2.cache.amazonaws.com:port   # configuration endpoint contains 
 "cfg"
myclustername.xxxxxx.0001.usw2.cache.amazonaws.com:port  # node endpoint for node 0001 

Important

自動検出クライアントが設定エンドポイントとして CNAME を認識するように、Memcached 設
定エンドポイントの CNAME を作成する場合は、CNAME に .cfg. を含める必要があります。
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エンドポイントの検索 (AWS CLI)
Amazon ElastiCache の AWS CLI を使用して、ノードおよびクラスターのエンドポイントを検出できま
す。

トピック
• ノードとクラスターのエンドポイントの検索(AWS CLI) (p. 106)

ノードとクラスターのエンドポイントの検索(AWS CLI)
AWS CLI で describe-cache-clusters コマンドを使用して、クラスターとそのノードのエンドポ
イントを検出できます。Memcached クラスターでは、コマンドは設定エンドポイントを返します。オプ
ションのパラメータ --show-cache-node-info を含めた場合、コマンドはクラスター内の個々のノー
ドにエンドポイントを返します。

Example

次のコマンドは、Memcached クラスター mycluster の設定エンドポイント (ConfigurationEndpoint) 
と個々のノードエンドポイント (Endpoint) を取得します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters \ 
    --cache-cluster-id mycluster \ 
    --show-cache-node-info   

Windows の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters ^ 
    --cache-cluster-id mycluster ^ 
    --show-cache-node-info   

上記のオペレーションからの出力は以下のような JSON 形式になります。

{ 
   "CacheClusters": [ 
   { 
       "Engine": "memcached",  
       "CacheNodes": [ 
          { 
             "CacheNodeId": "0001",  
             "Endpoint": { 
                "Port": 11211,  
                "Address": "mycluster.1abc4d.0001.usw2.cache.amazonaws.com" 
             },  
                "CacheNodeStatus": "available",  
                "ParameterGroupStatus": "in-sync",  
                "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",  
                "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b" 
          },  
          { 
             "CacheNodeId": "0002",  
             "Endpoint": { 
                "Port": 11211,  
                "Address": "mycluster.1abc4d.0002.usw2.cache.amazonaws.com" 
             },  
                "CacheNodeStatus": "available",  
                "ParameterGroupStatus": "in-sync",  
                "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",  
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                "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b" 
          },  
          { 
                "CacheNodeId": "0003",  
                "Endpoint": { 
                   "Port": 11211,  
                   "Address": "mycluster.1abc4d.0003.usw2.cache.amazonaws.com" 
                },  
                   "CacheNodeStatus": "available",  
                   "ParameterGroupStatus": "in-sync",  
                   "CacheNodeCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",  
                   "CustomerAvailabilityZone": "us-west-2b" 
          } 
       ],  
       "CacheParameterGroup": { 
       "CacheNodeIdsToReboot": [],  
       "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
       "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
            },  
            "CacheClusterId": "mycluster",  
            "PreferredAvailabilityZone": "us-west-2b",  
            "ConfigurationEndpoint": { 
                "Port": 11211,  
                "Address": "mycluster.1abc4d.cfg.usw2.cache.amazonaws.com" 
            },  
            "CacheSecurityGroups": [],  
            "CacheClusterCreateTime": "2016-09-22T21:30:29.967Z",  
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
            "CacheClusterStatus": "available",  
            "NumCacheNodes": 3,  
            "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",  
            "CacheSubnetGroupName": "default",  
            "EngineVersion": "1.4.24",  
            "PendingModifiedValues": {},  
            "PreferredMaintenanceWindow": "mon:09:00-mon:10:00",  
            "CacheNodeType": "cache.m4.large", 
              
        } 
    ]    
}

Important

自動検出クライアントが設定エンドポイントとして CNAME を認識するように、Memcached 設
定エンドポイントの CNAME を作成する場合は、CNAME に .cfg. を含める必要があります。例
えば、php.ini ファイルの mycluster.cfg.local パラメータで session.save_path を含め
ます。

詳細については、トピック「describe-cache-clusters」を参照してください。
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エンドポイントの検索 (ElastiCache API)
Amazon ElastiCache API を使用して、ノードおよびクラスターのエンドポイントを検出できます。

トピック
• ノードとクラスターのエンドポイントの検索 (ElastiCache API) (p. 108)

ノードとクラスターのエンドポイントの検索 (ElastiCache API)

ElastiCache API を使用して、DescribeCacheClusters アクションでクラスターのエンドポイントと
そのノードを検出することができます。Memcached クラスターでは、コマンドは設定エンドポイントを
返します。オプションのパラメータ ShowCacheNodeInfo を含めた場合、アクションはクラスター内の
個々のノードのエンドポイントも返します。

Example

次のコマンドは、Memcached クラスター mycluster の設定エンドポイント (ConfigurationEndpoint) 
と個々のノードエンドポイント (Endpoint) を取得します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeCacheClusters 
    &CacheClusterId=mycluster 
    &ShowCacheNodeInfo=true 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150202T192317Z 
    &Version=2015-02-02 
    &X-Amz-Credential=<credential>

Important

自動検出クライアントが設定エンドポイントとして CNAME を認識するように、Memcached 設
定エンドポイントの CNAME を作成する場合は、CNAME に .cfg. を含める必要があります。例
えば、php.ini ファイルの mycluster.cfg.local パラメータで session.save_path を含め
ます。

クラスター内のノードを自動的に識別する
Memcached エンジンを実行するクラスターの場合、ElastiCache では [自動検出] がサポートされます。自
動検出は、クライアントプログラムが、キャッシュクラスター内のすべてのノードを識別し、それらのす
べてのノードへの接続を開始して維持する機能です。

Note

自動検出は、Amazon ElastiCache Memcached で実行されているキャッシュクラスターに追加さ
れます。

自動検出によって、アプリケーションは手動で個々のキャッシュノードに接続する必要はありません。そ
の代わり、アプリケーションは Memcached のノードの 1 つに接続してノードのリストを取得します。そ
のリストからアプリケーションはクラスターの残りのノードを発見して、それらにも接続できます。アプ
リケーションで個々のキャッシュノードエンドポイントをハードコードする必要はありません。

クラスターでデュアルスタックネットワークタイプを使用している場合、自動検出は、どちらを選択す
るかに応じて、IPv4 または IPv6 アドレスのみを返します。詳細については、「ネットワークタイプの選
択 (p. 68)」を参照してください。
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クラスター内のすべてのキャッシュノードには、他のすべてのノードに関するメタデータのリストが保持
されます。このメタデータは、クラスターにノードが追加または削除されるたびに更新されます。

トピック
• 自動検出の利点 (p. 110)
• 自動検出の動作 (p. 111)
• 自動検出の使用 (p. 114)
• キャッシュノードへの手動接続 (p. 119)
• クライアントライブラリへの自動検出の追加 (p. 120)
• 自動検出機能を持つ ElastiCache クライアント (p. 121)
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自動検出の利点
自動検出には、次の利点があります。

• キャッシュクラスター内のノード数を増やすと、新しいノードは、設定エンドポイントと他のすべての
ノードに自身を登録します。キャッシュクラスターからノードを削除すると、削除対象のノードが自身
の登録を解除します。いずれの場合も、クラスター内の他のすべてのノードが、最新のキャッシュノー
ドメタデータで更新されます。

• キャッシュノードの障害は自動的に検出されます。障害が発生したノードは、自動的に置き換えられま
す。

Note

ノードの交換が完了するまで、そのノードは正常になりません。
• クライアントプログラムは、設定エンドポイントにのみ接続する必要があります。その後、自動検出ラ

イブラリはクラスター内の他のすべてのノードに接続します。
• クライアントプログラムは、1 分に 1 回クラスターをポーリングします (この間隔は必要に応じて調整で

きます)。クラスター設定の変更がある場合 (新しいノードや削除されたノードなど)、クライアントは更
新されたメタデータリストを受け取ります。その後、クライアントは必要に応じてそれらのノードに接
続したり、それらのノードから切断したりします。

自動検出は、すべての ElastiCache Memcached キャッシュクラスターで有効になります。この機能を使
用するためにキャッシュノードを再起動する必要はありません。
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自動検出の動作
トピック

• キャッシュノードへの接続 (p. 111)
• 通常のクラスターオペレーション (p. 112)
• その他のオペレーション (p. 113)

このセクションでは、クライアントアプリケーションが ElastiCache クラスタークライアントを使用して
キャッシュノード接続を管理し、キャッシュ内のデータ項目を操作する方法について説明します。

キャッシュノードへの接続
アプリケーションの観点からは、クラスター設定エンドポイントへの接続は、個々のキャッシュノードに
直接接続するのと変わりません。次の一連の図は、キャッシュノードに接続するプロセスを示したもので
す。

キャッシュノードへの接続プロセス

アプリケーションは、設定エンドポイントの DNS 名を解決します。設定エンドポイントには、すべ
てのキャッシュノードの CNAME エントリが保持されているため、DNS 名はいずれかのノードに解
決されます。その後、クライアントはそのノードに接続できます。

クライアントは、他のすべてのノードの設定情報をリクエストします。各ノードにはクラスター内の
すべてのノードの設定情報が保持されているため、どのノードでも必要に応じて設定情報をクライア
ントに渡すことができます。

クライアントは、キャッシュノードのホスト名と IP アドレスの最新のリストを受け取ります。その
後、クライアントはクラスター内の他のすべてのノードに接続できます。
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Note

クライアントプログラムは、キャッシュノードのホスト名と IP アドレスのリストを 1 分に 1 回
更新します。このポーリング間隔は、必要に応じて変更できます。

通常のクラスターオペレーション
アプリケーションがすべてのキャッシュノードに接続されている場合、ElastiCache クラスタークライア
ントは、個々のデータ項目を格納する必要があるノードと、それらのデータ項目のクエリを実行する必要
があるノードを判断します。次の一連の図は、通常のクラスターオペレーションのプロセスを示していま
す。

通常のクラスターオペレーションのプロセス

アプリケーションは、特定のデータ項目に対して get リクエストを発行します (キーにより識別され
ます)。

クライアントは、キーに対してハッシュアルゴリズムを使用して、データ項目が格納されている
キャッシュノードを調べます。

データ項目が適切なノードからリクエストされます。

データ項目がアプリケーションに戻ります。
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その他のオペレーション
状況によっては、クラスターのノードに変更を加えることがあります。例えば、追加の需要に対応するた
めにノードを追加したり、需要の減少期間中にコストを節約するためにノードを削除したりできます。ま
たは、ある種類のノード障害が原因でノードを置き換えることもできます。

クラスターのエンドポイントへのメタデータ更新を必要とするクラスターを変更するときは、すべての
ノードへの変更が同時に行われます。したがって、特定のノードのメタデータと、クラスター内の他のす
べてのノードのメタデータの整合性がとられます。

この場合、メタデータは、クラスター内のすべてのノードで同時に更新されるため、すべてのノード間で
整合性がとられます。クラスターのさまざまなノードのエンドポイントを取得するため、設定エンドポイ
ントを必ず使用する必要があります。設定エンドポイントを使用して、「非表示」のノードからはエンド
ポイントデータを取得しないようにしてください。

ノードの追加

ノードがスピンアップされている間、エンドポイントはメタデータには含まれません。エンドポイント
は、ノードが利用可能となった時点で、クラスターの各ノードのメタデータに追加されます。このシナリ
オではメタデータはすべてのノード間で整合性がとられ、新しいノードとは、それが利用可能になった後
にやり取りできるようになります。ノードが利用可能になる前にはそのノードについては認識できず、新
しいノードが存在しないかのようにクラスターのノードとやり取りすることになります。

ノードの削除

ノードが削除されるときは、まずエンドポイントがメタデータから削除され、ノードがクラスターから削
除されます。このシナリオではメタデータはすべてのノード間で整合性がとられており、ノードが利用で
きない間、削除されるノードのエンドポイントがメタデータに含まれることはありません。ノードを削除
している間、そのノードはメタデータでは報告されないため、アプリケーションはそのノードが存在しな
いかのように n-1 の残りのノードのみとやり取りします。

ノードの置換

ノードに障害が発生した場合、ElastiCache がそのノードを停止し、別のノードを起動します。この置換
プロセスは数分かかります。この間、すべてのノードのメタデータには、障害のあるノードに対応するエ
ンドポイントが表示されますが、そのノードとのやり取りの試みは失敗します。そのため、ロジックには
必ず再試行ロジックを組み込んでください。
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自動検出の使用
自動検出の使用を開始するには、以下のステップに従います。

• ステップ 1: 設定エンドポイントを取得する (p. 114)
• ステップ 2: ElastiCache クラスタークライアントをダウンロードする (p. 115)
• ステップ 3: アプリケーションプログラムを変更する (p. 116)

ステップ 1: 設定エンドポイントを取得する
クラスターに接続するには、クライアントプログラムがクラスター設定エンドポイントを認識している必
要があります。トピック「クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール) (p. 105)」を参照してくださ
い。

--show-cache-node-info パラメーターを指定して、aws elasticache describe-cache-
clusters コマンドを使用することもできます。

クラスターのエンドポイント検索に使用する方法に関係なく、設定エンドポイントのアドレスには、必ず
.cfg が含まれます。

Example AWS CLI for ElastiCache を使用したエンドポイントの検索

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters \ 
    --cache-cluster-id mycluster \ 
    --show-cache-node-info

Windows の場合:

aws elasticache describe-cache-clusters ^ 
    --cache-cluster-id mycluster ^ 
    --show-cache-node-info

このオペレーションでは、次のような出力が生成されます (JSON 形式)。

{ 
    "CacheClusters": [ 
        { 
            "Engine": "memcached",  
            "CacheNodes": [ 
                { 
                    "CacheNodeId": "0001",  
                    "Endpoint": { 
                        "Port": 11211,  
                        "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0001.use1.cache.amazonaws.com" 
                    },  
                    "CacheNodeStatus": "available",  
                    "ParameterGroupStatus": "in-sync",  
                    "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",  
                    "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1e" 
                },  
                { 
                    "CacheNodeId": "0002",  
                    "Endpoint": { 
                        "Port": 11211,  
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                        "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.0002.use1.cache.amazonaws.com" 
                    },  
                    "CacheNodeStatus": "available",  
                    "ParameterGroupStatus": "in-sync",  
                    "CacheNodeCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",  
                    "CustomerAvailabilityZone": "us-east-1a" 
                } 
            ],  
            "CacheParameterGroup": { 
                "CacheNodeIdsToReboot": [],  
                "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
                "ParameterApplyStatus": "in-sync" 
            },  
            "CacheClusterId": "mycluster",  
            "PreferredAvailabilityZone": "Multiple",  
            "ConfigurationEndpoint": { 
                "Port": 11211,  
                "Address": "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com" 
            },  
            "CacheSecurityGroups": [],  
            "CacheClusterCreateTime": "2016-10-12T21:39:28.001Z",  
            "AutoMinorVersionUpgrade": true,  
            "CacheClusterStatus": "available",  
            "NumCacheNodes": 2,  
            "ClientDownloadLandingPage": "https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:",  
            "CacheSubnetGroupName": "default",  
            "EngineVersion": "1.4.24",  
            "PendingModifiedValues": {},  
            "PreferredMaintenanceWindow": "sat:06:00-sat:07:00",  
            "CacheNodeType": "cache.r3.large" 
        } 
    ]
}

ステップ 2: ElastiCache クラスタークライアントをダウンロード
する
自動検出を利用するには、クライアントプログラムが ElastiCache クラスタークライアントを使用する必
要があります。ElastiCache Cluster Client は、Java、PHP、および .NET 向けが用意されており、すべて
のキャッシュノードを検出して接続するのに必要なロジックすべてが含まれています。

ElastiCache クラスタークライアントをダウンロードするには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ElastiCache コンソールで、[ElastiCache Cluster Client] を選択して [Download] を選択します。

Java 向けの ElastiCache クラスタークライアントのソースコードは、https://github.com/ 
amazonwebservices/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-java で入手できます。このライブラリ
は、広く使用されている Spymemcached クライアントがベースとなっています。ElastiCache クラスター
クライアントは、Amazon ソフトウェアライセンス https://aws.amazon.com/asl の下でリリースされてい
ます。ソースコードは必要に合わせて自由に変更できます。他のオープンソース Memcached ライブラリ
や独自のクライアントコードにコードを組み込むこともできます。

Note

PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントを使用するには、まず Amazon EC2 インスタン
スにインストールする必要があります。詳細については、「ElastiCache Cluster Client for PHP の
インストール (p. 124)」を参照してください。
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TLS がサポートされているクライアントの場合は、PHP バージョン 7.4 以上のバイナリをダウン
ロードします。
.NET 向けの ElastiCache Cluster Client を使用するには、まず Amazon EC2 インスタンスにイン
ストールする必要があります。詳細については、「ElastiCache Cluster Client for .NET のインス
トール (p. 122)」を参照してください。

ステップ 3: アプリケーションプログラムを変更する
自動検出を使用するようにアプリケーションプログラムを変更する準備ができました。以下のセクション
では、Java、PHP、および .NET 向けの ElastiCache Cluster Client を使用する方法を示します。

Important

クラスターの設定エンドポイントを指定する際は必ず、ここに示す設定エンドポイントのアドレ
スに「.cfg」が含まれていることを確認してください。「.cfg」のない CNAME またはエンドポイ
ントは使用しないでください。

"mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";

クラスターの設定エンドポイントを明示的に指定しない場合は、特定のノードが設定されます。

Java 向けの ElastiCache クラスタークライアントの使用
以下のプログラムは、ElastiCache クラスタークライアントを使用してクラスター設定エンドポイントに
接続し、キャッシュにデータ項目を追加する方法を示しています。さらに操作を行わなくても、プログラ
ムは自動検出を使用してクラスター内のすべてのノードに接続します。

package com.amazon.elasticache;

import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;

// Import the &AWS;-provided library with Auto Discovery support  
import net.spy.memcached.MemcachedClient;   

public class AutoDiscoveryDemo { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 
             
        String configEndpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"; 
        Integer clusterPort = 11211; 

        MemcachedClient client = new MemcachedClient( 
                                 new InetSocketAddress(configEndpoint,  
                                                       clusterPort));        
        // The client will connect to the other cache nodes automatically. 

        // Store a data item for an hour.   
        // The client will decide which cache host will store this item.  
        client.set("theKey", 3600, "This is the data value"); 
    }
}

PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントの使用
以下のプログラムは、ElastiCache クラスタークライアントを使用してクラスター設定エンドポイントに
接続し、キャッシュにデータ項目を追加する方法を示しています。さらに操作を行わなくても、プログラ
ムは自動検出を使用してクラスター内のすべてのノードに接続します。
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PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントを使用するには、まず Amazon EC2 インスタンスに
インストールする必要があります。詳細については、「ElastiCache Cluster Client for PHP のインストー
ル (p. 124)」を参照してください。

<?php 
  
 /** 
  * Sample PHP code to show how to integrate with the Amazon ElastiCache 
  * Auto Discovery feature. 
  */ 

  /* Configuration endpoint to use to initialize memcached client.  
   * This is only an example.  */ 
  $server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com"; 
   
  /* Port for connecting to the ElastiCache cluster.  
   * This is only an example  */ 
  $server_port = 11211; 

 /** 
  * The following will initialize a Memcached client to utilize the Auto Discovery feature. 
  *  
  * By configuring the client with the Dynamic client mode with single endpoint, the 
  * client will periodically use the configuration endpoint to retrieve the current cache 
  * cluster configuration. This allows scaling the cache cluster up or down in number of 
 nodes 
  * without requiring any changes to the PHP application.  
  * 
  * By default the Memcached instances are destroyed at the end of the request.  
  * To create an instance that persists between requests,  
  *    use persistent_id to specify a unique ID for the instance.  
  * All instances created with the same persistent_id will share the same connection.  
  * See http://php.net/manual/en/memcached.construct.php  for more information. 
  */ 
  $dynamic_client = new Memcached('persistent-id'); 
  $dynamic_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE); 
  $dynamic_client->addServer($server_endpoint, $server_port); 
   
  /** 
  * Store the data for 60 seconds in the cluster.  
  * The client will decide which cache host will store this item. 
  */   
  $dynamic_client->set('key', 'value', 60);   

 /** 
  * Configuring the client with Static client mode disables the usage of Auto Discovery 
  * and the client operates as it did before the introduction of Auto Discovery.  
  * The user can then add a list of server endpoints. 
  */ 
  $static_client = new Memcached('persistent-id'); 
  $static_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::STATIC_CLIENT_MODE); 
  $static_client->addServer($server_endpoint, $server_port); 

 /** 
  * Store the data without expiration.  
  * The client will decide which cache host will store this item. 
  */   
  $static_client->set('key', 'value');   
  ?>

TLS を有効にして ElastiCache Cluster Client を使用する方法の例については、「PHP を使用して TLS 
Memcached クライアントを作成する (p. 208)」を参照してください。
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ElastiCache Cluster Client for .NET の使用
Note

ElastiCache .NET Cluster Client は 2022 年 5 月に廃止されました。

ElastiCache の .NET クライアントは、オープンソースとして https://github.com/awslabs/elasticache-
cluster-config-net から入手できます。

.NET アプリケーションは、通常、config ファイルから設定を取得します。サンプルアプリケーションの 
config ファイルを以下に示します。

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration> 
    <configSections> 
        <section  
            name="clusterclient"  
            type="Amazon.ElastiCacheCluster.ClusterConfigSettings, 
 Amazon.ElastiCacheCluster" /> 
    </configSections> 

    <clusterclient> 
        <!-- the hostname and port values are from step 1 above --> 
        <endpoint hostname="mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com" port="11211" /> 
    </clusterclient>
</configuration>

以下の C# プログラムは、ElastiCache Cluster Client を使用してクラスター設定エンドポイントに接続
し、キャッシュにデータ項目を追加する方法を示しています。さらに操作を行わなくても、プログラムは
自動検出を使用してクラスター内のすべてのノードに接続します。

// *****************
// Sample C# code to show how to integrate with the Amazon ElastiCcache Auto Discovery 
 feature.

using System;

using Amazon.ElastiCacheCluster;

using Enyim.Caching;
using Enyim.Caching.Memcached;

public class DotNetAutoDiscoveryDemo  { 

    public static void Main(String[] args)  { 
     
        // instantiate a new client. 
        ElastiCacheClusterConfig config = new ElastiCacheClusterConfig(); 
        MemcachedClient memClient = new MemcachedClient(config); 
         
        // Store the data for 3600 seconds (1hour) in the cluster.  
        // The client will decide which cache host will store this item. 
        memClient.Store(StoreMode.Set, 3600, "This is the data value."); 
         
    }  // end Main 
     
}  // end class DotNetAutoDiscoverDemo
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キャッシュノードへの手動接続
プログラムクライアントが自動検出を使用していない場合、各キャッシュノードに手動で接続できます。
これは、Memcached クライアントのデフォルトの動作です。

キャッシュノードのホスト名とポート番号のリストは、AWS マネジメントコンソールから取得できま
す。--show-cache-node-info パラメーターを指定して、AWS CLI aws elasticache describe-
cache-clusters コマンドを使用することもできます。

Example

以下の Java コードスニペットは、4 ノードキャッシュクラスター内のすべてのノードに接続する方法を示
しています。

...

ArrayList<String> cacheNodes = new ArrayList<String>( 
 Arrays.asList( 
     "mycachecluster.fnjyzo.0001.use1.cache.amazonaws.com:11211", 
     "mycachecluster.fnjyzo.0002.use1.cache.amazonaws.com:11211", 
     "mycachecluster.fnjyzo.0003.use1.cache.amazonaws.com:11211", 
     "mycachecluster.fnjyzo.0004.use1.cache.amazonaws.com:11211")); 
        
MemcachedClient cache = new MemcachedClient(AddrUtil.getAddresses(cacheNodes));

...

Important

ノードを追加または削除することでキャッシュクラスターをスケールアップまたはスケールダウ
ンする場合、クライアントコード内のノードのリストを更新する必要があります。
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クライアントライブラリへの自動検出の追加
自動検出の設定情報は、各キャッシュクラスターノードに冗長的に保存されます。クライアントアプリ
ケーションは、任意のキャッシュノードのクエリを実行し、クラスター内のすべてのノードの設定情報を
取得できます。

アプリケーションがこれを行う方法は、キャッシュエンジンバージョンによって異なります。

• キャッシュエンジンバージョンが 1.4.14 以上の場合、config コマンドを使用します。
• キャッシュエンジンバージョンが 1.4.14 未満の場合、get AmazonElastiCache:cluster コマンド

を使用します。

これらの 2 つのコマンドの出力は同じです。以下の「[Output Format] (出力形式) (p. 121)」セクションで
説明します。

キャッシュエンジンバージョン 1.4.14 以上
キャッシュエンジンバージョン 1.4.14 以上の場合、config コマンドを使用します。このコマンド
は、ElastiCache により Memcached ASCII およびバイナリプロトコルに追加され、ElastiCache クラス
タークライアントに実装されます。別のクライアントライブラリで自動検出を使用する場合、config コ
マンドをサポートするためにそのライブラリを拡張する必要があります。

Note

以下のドキュメントは ASCII プロトコルに関連しています。ただし、config コマンドでは 
ASCII とバイナリの両方がサポートされます。バイナリプロトコルを使用する自動検出サポート
を追加する場合、「ElastiCache クラスタークライアントのソースコード」を参照してください。

[Syntax] (構文)

config [sub-command] [key]

オプション

名前 説明 必須

sub-
command

キャッシュノードの操作に使用されるサブコマンド。自動検出の場合、こ
のサブコマンドは get です。

はい

key クラスター設定が格納されたキー。自動検出の場合、このキーの名前は
cluster です。

はい

クラスターの設定情報を取得するには、以下のコマンドを使用します。

config get cluster

キャッシュエンジンバージョン 1.4.14 未満
クラスターの設定情報を取得するには、以下のコマンドを使用します。

get AmazonElastiCache:cluster
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Note

「AmazonElastiCache:cluster」キーには、クラスターの設定情報が存在するため、変更しないこ
とをお勧めします。このキーを上書きした場合、ElastiCache により設定情報が自動的かつ正しく
設定されるまで、クライアントの設定が短時間（15 秒以内）不適切になる可能性があります。

[Output Format] (出力形式)
config get cluster を使用するか get AmazonElastiCache:cluster を使用するかにかかわら
ず、応答は 2 行で構成されます。

• 設定情報のバージョン番号。キャッシュクラスターにノードが追加または削除されるたび、バージョン
番号は 1 ずつ増加します。

• キャッシュノードのリスト。リスト内の各ノードは、hostname|ip-address|port グループによって表さ
れ、各ノードはスペースで区切られます。

各行の末尾には、キャリッジリターンと改行文字 (CR + LF) が表示されます。データ行には最後に改行文
字 (LF) が含まれ、ここに CR + LF が追加されます。バージョン設定行は、CR なしの LF で終了します。

3 つのノードを含むキャッシュクラスターは、次のように表されます。

configversion\n
hostname|ip-address|port hostname|ip-address|port hostname|ip-address|port\n\r\n

各ノードは、CNAME およびプライベート IP アドレスと共に表示されます。CNAME は常に存在します。
プライベート IP アドレスを使用できない場合は表示されませんが、その場合もパイプ文字「|」は出力さ
れます。

Example

設定情報のクエリを実行した場合に返されるペイロードの例を次に示します。

CONFIG cluster 0 136\r\n
12\n
myCluster.pc4ldq.0001.use1.cache.amazonaws.com|10.82.235.120|11211 
 myCluster.pc4ldq.0002.use1.cache.amazonaws.com|10.80.249.27|11211\n\r\n  
END\r\n

Note

• 2 行目は、設定情報がこれまで 12 回変更されたことを示しています。
• 3 行目のノードのリストでは、ホスト名がアルファベット順に並んでいます。この順序は、現

在クライアントアプリケーションで何を使用しているかにより異なる場合があります。

自動検出機能を持つ ElastiCache クライアント
このセクションでは、ElastiCache PHP と .NET クライアントのインストールと構成について説明しま
す。

トピック
• クラスタークライアントのインストールとコンパイル (p. 122)
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• ElastiCache クライアントの設定 (p. 137)

クラスタークライアントのインストールとコンパイル
このセクションでは、PHP および .NET Amazon ElastiCache 自動検出クラスタークライアントのインス
トール、設定、コンパイルを取り上げます。

トピック
• ElastiCache Cluster Client for .NET のインストール (p. 122)
• ElastiCache Cluster Client for PHP のインストール (p. 124)
• PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントのソースコードのコンパイル (p. 134)

ElastiCache Cluster Client for .NET のインストール
Note

ElastiCache .NET Cluster Client は 2022 年 5 月に廃止されました。

ElastiCache .NET Cluster Client のコードは、オープンソースとして https://github.com/awslabs/ 
elasticache-cluster-config-net から入手できます。

このセクションでは、Amazon EC2 インスタンスで ElastiCache Cluster Client の .NET コンポーネント
をインストール、更新、および削除する方法について説明します。自動検出の詳細については、「クラ
スター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。クライアントを使用するサンプ
ル .NET コードについては、「ElastiCache Cluster Client for .NET の使用 (p. 118)」を参照してください。

トピック
• .NET のインストール (p. 122)
• ElastiCache .NET Cluster Client for ElastiCache のダウンロード (p. 122)
• NuGet を使用した AWS アセンブリのインストール (p. 122)

.NET のインストール

AWS .NET SDK for ElastiCache を使用するには、.NET 3.5 以降がインストールされている必要がありま
す。.NET 3.5 以降がインストールされていない場合は、http://www.microsoft.com/net から最新バージョン
をダウンロードしてインストールできます。

ElastiCache .NET Cluster Client for ElastiCache のダウンロード

ElastiCache .NET Cluster Client のダウンロード

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [ElastiCache Cluster Client] をクリックします。
3. [Download ElastiCache Memcached Cluster Client] リストで、[.NET] を選択し、[Download] をクリッ

クします。

NuGet を使用した AWS アセンブリのインストール

NuGet は .NET プラットフォームのパッケージ管理システムです。NuGet ではアセンブリの依存関係が認
識され、必要なすべてのファイルが自動的にインストールされます。NuGet によってインストールされる
アセンブリは、Program Files などの一元的な場所ではなく、ソリューションと共に保存されるため、
互換性の問題を発生させることなく、アプリケーションに固有のバージョンをインストールできます。

API バージョン 2015-02-02
122

https://github.com/awslabs/elasticache-cluster-config-net
https://github.com/awslabs/elasticache-cluster-config-net
http://www.microsoft.com/net
https://console.aws.amazon.com/elasticache/
https://console.aws.amazon.com/elasticache/


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

自動検出クライアント 

NuGet のインストール

NuGet は MSDN の Installation Gallery からインストールできます。https:// 
visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c を参照してくださ
い。Visual Studio 2010 以降を使用している場合、NuGet は自動的にインストールされます。

NuGet はソリューションエクスプローラーまたはパッケージマネージャコンソールから使用できます。

ソリューションエクスプローラーからの NuGet の使用

Visual Studio 2010 でソリューションエクスプローラーから NuGet を使用するには

1. [Tools] メニューから、[Library Package Manager] を選択します。
2. [Package Manager Console] をクリックします。

Visual Studio 2012 または Visual Studio 2013 でソリューションエクスプローラーから NuGet を
使用するには

1. [Tools] メニューから、[NuGet Package Manager] を選択します。
2. [Package Manager Console] をクリックします。

コマンドラインから、次のように Install-Package を使用してアセンブリをインストールできます。

Install-Package Amazon.ElastiCacheCluster

AWSSDK や AWS.Extensions アセンブリなど、NuGet を通じて利用できる各パッケージ用のページを表
示するには、NuGet ウェブサイト (http://www.nuget.org) を参照してください。各パッケージのページに
は、コンソールを使用してパッケージをインストールするためのサンプルコマンドラインや、NuGet を通
じて利用できるパッケージの以前のバージョンのリストが含まれています。

Package Manager Console のコマンドの詳細については、http://nuget.codeplex.com/wikipage?
title=Package%20Manager%20Console%20Command%20Reference%20%28v1.3%29 を参照してくださ
い。
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ElastiCache Cluster Client for PHP のインストール

このセクションでは、Amazon EC2 インスタンスで ElastiCache Cluster Client の PHP コンポーネント
をインストール、更新、および削除する方法について説明します。自動検出の詳細については、「クラ
スター内のノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。クライアントを使用するサンプル 
PHP コードについては、「PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントの使用 (p. 116)」を参照して
ください。

トピック
• インストールパッケージのダウンロード (p. 124)
• 既に php-memcached 拡張機能をインストールしているユーザーの場合 (p. 125)
• 新規ユーザーのインストール手順 (p. 125)
• PHP Cluster Client の削除 (p. 132)

インストールパッケージのダウンロード

適切なバージョンの ElastiCache Cluster Client for PHP を使用するには、Amazon EC2 インスタンスにイ
ンストールされている PHP のバージョンを確認する必要があります。また、Amazon EC2 インスタンス
が Linux の 64 ビットバージョンと 32 ビットバージョンのどちらを実行しているかも確認する必要があり
ます。

Amazon EC2 インスタンスにインストールされている PHP のバージョンを確認するには

• コマンドプロンプトで、次のコマンドを入力します。

php -v

PHP のバージョンは、次の例のように出力に表示されます。

PHP 5.4.10 (cli) (built: Jan 11 2013 14:48:57)  
Copyright (c) 1997-2012 The PHP Group
Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2012 Zend Technologies

Note

PHP と Memcached のバージョンに互換性がない場合は、以下のようなエラーメッセージが
表示されます。

PHP Warning: PHP Startup: memcached: Unable to initialize module
Module compiled with module API=20100525
PHP compiled with module API=20131226
These options need to match
in Unknown on line 0

この場合は、ソースコードからモジュールをコンパイルする必要があります。詳細につ
いては、「PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントのソースコードのコンパイ
ル (p. 134)」を参照してください。

Amazon EC2 AMI アーキテクチャ（64 ビットまたは 32 ビット）を確認するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. [インスタンス] リストで、Amazon EC2 インスタンスをクリックします。
API バージョン 2015-02-02
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3. [Description] タブで、[AMI:] フィールドを検索します。64 ビットのインスタンスでは、説明に
x86_64 が含まれています。32 ビットのインスタンスの場合は、このフィールドで i386 または
i686 を探します。

これで ElastiCache Cluster Client をダウンロードする準備ができました。

ElastiCache Cluster Client for PHP のダウンロード

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ElastiCache コンソールから [ElastiCache Cluster Client] を選択します。
3. [Download Memcached Cluster Client] リストで、PHP バージョンと AMI アーキテクチャに合った 

ElastiCache クラスタークライアントを選択し、[Download] ボタンを選択します。

TLS がサポートされているクライアントの場合は、PHP バージョン 7.4 以上のバイナリをダウンロー
ドします。

既に php-memcached 拡張機能をインストールしているユーザーの場合

php-memcached のインストールを更新するには

1. 「PHP Cluster Client の削除 (p. 132)」トピックで説明しているように、PHP 用の Memcached 拡張
機能の以前のインストールを削除します。

2. 前に「新規ユーザーのインストール手順 (p. 125)」で説明したように、新しい ElastiCache php-
memcached 拡張機能をインストールします。

新規ユーザーのインストール手順

トピック
• 新規ユーザー向けの PHP 7.x～8.x のインストール (p. 125)
• 新規ユーザー向けの PHP 5.x のインストール (p. 129)

新規ユーザー向けの PHP 7.x～8.x のインストール

トピック
• PHP 7.x～8.x を Amazon Linux 2 AMI にインストールするには (p. 125)
• PHP 7.x～8.x を Amazon Linux 201609 AMI にインストールするには (p. 127)
• SUSE Linux 15 AMI に PHP 7.x～8.x をインストールするには  (p. 127)
• PHP 7.x～8.x を Ubuntu 22.04 AMI にインストールするには (p. 128)

PHP 7.x～8.x を Amazon Linux 2 AMI にインストールするには

Note

必要に応じて、PHP-7.x を、使用しているバージョンに置き換えます。

1. AMI から新しいインスタンスを起動します。
2. 次のコマンドを実行します。

sudo yum install gcc-c++ zlib-devel
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3. amazon-linux-extras を使用して PHP 7.x をインストールする

Amazon Linux 2 では、Extras Library を使用してアプリケーションおよびソフトウェア更新をインス
タンスにインストールできます。このようなソフトウェア更新は、トピックと呼ばれます。特定の
バージョンのトピックをインストールしたり、最新バージョンを使用するためにバージョン情報を省
略したりすることができます。詳細については、「Extras library (Amazon Linux 2)」。

以下に示しているのは、その手順です。

a. まず、[amazon-linux-extras] が既にインストールされているかどうか確認します。
b. インストールされていない場合は、次のコマンドを使用してインストールします。

sudo yum install -y amazon-linux-extras

c. PHP 7.x トピックが Amazon Linux 2 マシンで利用可能であることを確認します。

sudo amazon-linux-extras | grep php

d. 出力から、すべての PHP 7 トピックを確認し、必要なバージョンを選択します。

sudo amazon-linux-extras enable php7.x

e. リポジトリから PHP パッケージをインストールします。例:

sudo yum clean metadata

sudo yum install php php-devel

4. Amazon ElastiCache Cluster Client をダウンロードします。

• ElastiCache コンソール (https://console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

ElastiCache ダッシュボードの下で、[ElastiCache クラスター] に進んでから、必要な PHP7 バー
ジョンを選択します。

• コマンドラインから、PHP-7.X を目的の PHP バージョンに置き換え、ARCH を目的のアーキテ
クチャ (X86 または arm) に置き換えます。PHP 7.4 以上の場合、OpenSSL を目的の OpenSSL 
バージョン (openssl1.1 または openssl3) に置き換えます。7.4 より上の PHP を使用している場合
は、OpenSSL サフィックスを削除します。

wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.X/
latest-64bit-<ARCH>-<OpenSSL>

5. tar -zxvf を使用して、ダウンロードしたファイルを抽出します。

tar -zxvf latest-64bit-<ARCH>-<OpenSSL>

6. root アクセス権限を使用して、抽出されたアーティファクトファイル amazon-elasticache-
cluster-client.so を /usr/lib64/php/modules にコピーします。

sudo mv amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php/modules/

7. extension=amazon-elasticache-cluster-client.so をファイル /etc/php.ini に追加す
る

8. PHP 7.4 以上で ElastiCache Cluster Client をダウンロードした場合は、OpenSSL 1.1.x 以上をインス
トールします。OpenSSL 1.1.1 の場合のインストール手順:

sudo yum -y update
sudo yum install -y make gcc perl-core pcre-devel wget zlib-devel
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz
tar xvf openssl-1.1.1c.tar.gz
cd openssl-1.1.1c API バージョン 2015-02-02
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./config  
make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib64/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1

 

PHP 7.x～8.x を Amazon Linux 201609 AMI にインストールするには
Note

必要に応じて、php7.x を、使用しているバージョンに置き換えます。

1. AMI から新しいインスタンスを起動します。これを行う方法の詳細については、Amazon EC2 ユー
ザーガイドの「ステップ 1: インスタンスを起動する」を参照してください。

2. 次のコマンドを実行します。

sudo yum install gcc-c++

3. PHP をインストールする

sudo yum install php7.x

4. Amazon ElastiCache Cluster Client をダウンロードします。

wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.x/latest-64bit

5. latest-64bit を展開します。

tar -zxvf latest-64bit

6. root アクセス権限を使用して、抽出されたアーティファクトファイル amazon-elasticache-
cluster-client.so を /usr/lib64/php/7.x/modules/ にコピーします。

sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php/7.x/modules/

7. 50-memcached.ini ファイルを作成します。

echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /
etc/php-7.x.d/50-memcached.ini

8. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start

 

SUSE Linux 15 AMI に PHP 7.x～8.x をインストールするには
Note

必要に応じて、php7.x を、使用しているバージョンに置き換えます。

1. AMI から新しいインスタンスを起動します。
2. 次のコマンドを実行します。
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sudo zypper refresh
sudo zypper update -y
sudo zypper install gcc

3. PHP をインストールする

sudo yum install php7.x

または

sudo zypper addrepo //download.opensuse.org/repositories/devel:/languages:/php/
openSUSE_Leap_15.3/ php

4. Amazon ElastiCache Cluster Client をダウンロードし、<ARCH> を目的のアーキテクチャ (X86 ま
たは arm) に置き換えます。SUSE 15 には OpenSSL1.1 が組み込まれているので、PHP 7.4 以上の
場合は、OpenSSL1 のクライアントバイナリを選択します。7.4 未満の PHP を使用している場合
は、OpenSSL サフィックスを削除します。

wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.x/latest-64bit-
<ARCH>-openssl1.1

5. latest-64bit を展開します。

tar -zxvf latest-64bit-<ARCH>-openssl1.1

6. root アクセス権限を使用して、抽出されたアーティファクトファイル amazon-elasticache-
cluster-client.so を /usr/lib64/php7/extensions/ にコピーします。

sudo mv artifact/amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib64/php7/extensions/

7. /etc/php7/cli/php.ini ファイルに extension=amazon-elasticache-cluster-
client.so 行を挿入します。

echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php7/
cli/php.ini

8. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start

 

PHP 7.x～8.x を Ubuntu 22.04 AMI にインストールするには
Note

必要に応じて、php7.x を、使用しているバージョンに置き換えます。

1. AMI から新しいインスタンスを起動します。
2. 次のコマンドを実行します。

sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc g++ make zlib1g zlib1g-dev 

3. PHP をインストールする
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a. PHP 8.1 の場合のインストール手順:

sudo apt install php8.1-cli php8.1-dev

b. PHP 7.4 の場合のインストール手順:

sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt -y install php7.4

4. Amazon ElastiCache Cluster Client をダウンロードし、<ARCH> を目的のアーキテクチャ (X86 ま
たは arm) に置き換えます。Ubuntu 22.04 には OpenSSL3 が組み込まれているので、PHP 7.4 以上
の場合は、OpenSSL3 のクライアントバイナリを選択します。7.4 未満の PHP を使用している場合
は、OpenSSL サフィックスを削除します。

wget https://elasticache-downloads.s3.amazonaws.com/ClusterClient/PHP-7.x/latest-64bit-
<ARCH>-openssl3

5. 最新の 64 ビットを抽出します。

tar -zxvf latest-64bit-<ARCH>-openssl3

6. root アクセス権限を使用して、抽出されたアーティファクトファイル amazon-elasticache-
cluster-client.so を PHP 拡張機能ディレクトリ /usr/lib/php/20190902 にコピーします。
この拡張機能ディレクトリが存在しない場合、php -i | grep extension_dir を実行して見つけ
ることができます。

7. /etc/php/7.x/cli/php.ini ファイルに extension=amazon-elasticache-cluster-
client.so 行を挿入します。

 

新規ユーザー向けの PHP 5.x のインストール

トピック
• Amazon Linux AMI 2014.03 (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするには  (p. 129)
• Red Hat Enterprise Linux 7.0 AMI (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするに

は (p. 130)
• Ubuntu Server 14.04 LTS AMI (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするに

は (p. 131)
• SUSE Linux Enterprise Server 11 AMI (64 ビットまたは 32 ビット) に PHP 5 をインストールするに

は (p. 131)
• 他の Linux ディストリビューション (p. 132)

Amazon Linux AMI 2014.03 (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするには

1. Amazon Linux インスタンス (64 ビットまたは 32 ビット) を起動し、ログインします。
2. PHP の依存関係をインストールします。

$ sudo yum install gcc-c++ php php-pear

3. Amazon EC2 インスタンスと PHP のバージョンに合った適切な php-memcached パッケージをダウ
ンロードします。詳細については、「インストールパッケージのダウンロード (p. 124)」を参照して
ください。
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4. php-memcached をインストールします。URI にはインストールパッケージのダウンロードパスを指
定します。

$ sudo pecl install <package download path>

PHP 5.4、64 ビット Linux 用のサンプルインストールコマンドを次に示します。このサンプルで
は、X.Y.Z を実際のバージョン番号に置き換えてください。

$ sudo pecl install /home/AmazonElastiCacheClusterClient-X.Y.Z-PHP54-64bit.tgz

Note

インストールアーティファクトの最新バージョンを使用してください。
5. root/sudo アクセス許可を使用して、memcached.ini という名前の新しいファイルを /etc/php.d

ディレクトリに追加し、このファイルに「extension=amazon-elasticache-cluster-client.so」を挿入し
ます。

$ echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php.d/
memcached.ini

6. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start

 

Red Hat Enterprise Linux 7.0 AMI (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするには

1. Red Hat Enterprise Linux インスタンス (64 ビットまたは 32 ビット) を起動し、ログインします。
2. PHP の依存関係をインストールします。

sudo yum install gcc-c++ php php-pear

3. Amazon EC2 インスタンスと PHP のバージョンに合った適切な php-memcached パッケージをダウ
ンロードします。詳細については、「インストールパッケージのダウンロード (p. 124)」を参照して
ください。

4. php-memcached をインストールします。URI にはインストールパッケージのダウンロードパスを指
定します。

sudo pecl install <package download path>

5. root/sudo アクセス許可を使用して、memcached.ini という名前の新しいファイルを /etc/
php.d ディレクトリに追加し、このファイルに「extension=amazon-elasticache-cluster-
client.so」を挿入します。

echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php.d/
memcached.ini

6. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start
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Ubuntu Server 14.04 LTS AMI (64 ビットおよび 32 ビット) に PHP 5 をインストールするには

1. Ubuntu Linux インスタンス (64 ビットまたは 32 ビット) を起動し、ログインします。
2. PHP の依存関係をインストールします。

sudo apt-get update  
sudo apt-get install gcc g++ php5 php-pear

3. Amazon EC2 インスタンスと PHP のバージョンに合った適切な php-memcached パッケージをダウ
ンロードします。詳細については、「インストールパッケージのダウンロード (p. 124)」を参照して
ください。

4. php-memcached をインストールします。URI にはインストールパッケージのダウンロードパスを指
定します。

$ sudo pecl install <package download path>

Note

このインストール手順では、ビルドアーティファクト amazon-elasticache-cluster-
client.so が /usr/lib/php5/20121212* ディレクトリにインストールされます。次の
ステップで必要になるため、ビルドアーティファクトの絶対パスを確認してください。

前のコマンドが機能しない場合は、PHP クライアントアーティファクト amazon-elasticache-
cluster-client.so を、ダウンロードした *.tgz ファイルから手動で抽出し、/usr/lib/
php5/20121212* ディレクトリにコピーする必要があります。

$ tar -xvf <package download path>
cp amazon-elasticache-cluster-client.so /usr/lib/php5/20121212/ 

5. root/sudo アクセス許可を使用して、memcached.ini という名前の新しいファイルを /etc/php5/
cli/conf.d ディレクトリに追加し、このファイルに「extension=<absolute path to amazon-
elasticache-cluster-client.so>」を挿入します。

$ echo "extension=<absolute path to amazon-elasticache-cluster-client.so>" | sudo tee 
 --append /etc/php5/cli/conf.d/memcached.ini

6. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start

 

SUSE Linux Enterprise Server 11 AMI (64 ビットまたは 32 ビット) に PHP 5 をインストールする
には

1. SUSE Linux インスタンス (64 ビットまたは 32 ビット) を起動し、ログインします。
2. PHP の依存関係をインストールします。

$ sudo zypper install gcc php53-devel

3. Amazon EC2 インスタンスと PHP のバージョンに合った適切な php-memcached パッケージをダウ
ンロードします。詳細については、「インストールパッケージのダウンロード (p. 124)」を参照して
ください。

4. php-memcached をインストールします。URI にはインストールパッケージのダウンロードパスを指
定します。
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$ sudo pecl install <package download path>

5. root/sudo アクセス許可を使用して、memcached.ini という名前の新しいファイルを /etc/php5/
conf.d ディレクトリに追加し、このファイルに「extension=amazon-elasticache-cluster-
client.so」を挿入します。

$ echo "extension=amazon-elasticache-cluster-client.so" | sudo tee --append /etc/php5/
conf.d/memcached.ini

6. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start

Note

ステップ 5 が以前のプラットフォームで機能しない場合、amazon-elasticache-cluster-
client.so のインストールパスを確認してください。さらに、extension でバイナリの完全なパ
スを指定します。また、使用中の PHP がサポートされているバージョンであることも検証しま
す。バージョン 5.3 ～ 5.5 がサポートされています。

 

他の Linux ディストリビューション

特に CentOS7 や Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.1 など、一部のシステムでは、libsasl2.so.3 が
libsasl2.so.2 に置き換えられました。これらのシステムは、ElastiCache クラスタークライアントを
ロードする際、libsasl2.so.2 をロードしようとしますが見つけることができません。この問題を解決
するには、クライアントが libsasl2.so.2 をロードしようとしたときに libsasl2.so.3 にリダイレクトさ
れるように、libsasl2.so.3 へのシンボリックリンクを作成します。次のコードでは、このシンボリッ
クリンクが作成されます。

cd /usr/lib64
$ sudo ln libsasl2.so.3 libsasl2.so.2

PHP Cluster Client の削除

トピック
• PHP 7 以上の以前のバージョンの削除 (p. 132)
• PHP 5 の以前のバージョンの削除 (p. 133)

PHP 7 以上の以前のバージョンの削除

PHP 7 以上の以前のバージョンを削除するには

1. インストール手順で先ほど示した該当する PHP lib ディレクトリから amazon-elasticache-
cluster-client.so ファイルを削除します。「既に php-memcached 拡張機能をインストールして
いるユーザーの場合 (p. 125)」でインストールのセクションを参照してください。

2. php.ini ファイルから extension=amazon-elasticache-cluster-client.so 行を削除しま
す。

3. Apache サーバーを起動または再起動します。

sudo /etc/init.d/httpd start
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PHP 5 の以前のバージョンの削除

PHP 5 の以前のバージョンを削除するには

1. php-memcached 拡張機能を削除します。

sudo pecl uninstall __uri/AmazonElastiCacheClusterClient

2. 前のインストールの手順に従って適切なディレクトリに追加した memcached.ini ファイルを削除し
ます。
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PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントのソースコードのコンパイル

このセクションでは、ElastiCache Cluster Client for PHP のソースコードを取得しコンパイルする方法に
ついて説明します。

GitHub から取得し、コンパイルする必要がある 2 つのパッケージがあります。aws-elasticache-cluster-
client-libmemcached および aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php。

トピック
• libmemcached ライブラリのコンパイル (p. 134)
• PHP 用 ElastiCache Memcached Auto Discovery クライアントのコンパイル (p. 135)

libmemcached ライブラリのコンパイル

前提条件ライブラリ

• OpenSSL 1.1.0 以上 (./configure --disable-tls によって TLS サポートが無効になっている場合を除く)。
• SASL (libsasl2、./configure --disable-sasl によって SASL サポートが無効になっている場合を

除く)。

aws-elasticache-cluster-client-libmemcached ライブラリをコンパイルするには

1. Amazon EC2 インスタンスの起動
2. ライブラリの依存関係をインストールします。

• Amazon Linux 201509 AMI / Amazon Linux 2 AMI の場合

sudo yum -y update
sudo yum install gcc gcc-c++ autoconf libevent-devel make perl-core pcre-devel wget 
 zlib-devel  
// Install OpenSSL 1.1.1
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz
tar xvf openssl-1.1.1c.tar.gz
cd openssl-1.1.1c
./config
make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib64/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1

• Ubuntu 14.04 AMI の場合 (OpenSSL 1.1 以上が付属する Ubuntu バージョンには必要ありません)

sudo apt-get update

sudo apt-get install libevent-dev gcc g++ make autoconf libsasl2-dev

// Install OpenSSL 1.1.1
wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1c.tar.gz
tar xvf openssl-1.1.1c.tar.gz
cd openssl-1.1.1c
./config
make
sudo make install
sudo ln -s /usr/local/lib/libssl.so.1.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libssl.so.1.1

3. リポジトリをプルし、コードをコンパイルします。

git clone https://github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-libmemcached.git
cd aws-elasticache-cluster-client-libmemcached
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touch configure.ac aclocal.m4 configure Makefile.am Makefile.in
mkdir BUILD
cd BUILD
../configure --prefix=<libmemcached-install-directory> --with-pic --disable-sasl

../configure の実行で libssl (OpenSSL ライブラリ) を見つけられない場
合、PKG_CONFIG_PATH 環境変数の微調整が必要になることがあります。

PKG_CONFIG_PATH=/path/to/ssl/lib/pkgconfig ../configure --prefix=<libmemcached-install-
directory> --with-pic --disable-sasl

また、TLS を使用していない場合は、以下を実行して無効にできます。

make
sudo make install
../configure —prefix=<libmemcached-install-directory> --with-pic --disable-sasl --
disable-tls

PHP 用 ElastiCache Memcached Auto Discovery クライアントのコンパイル

以下のセクションでは、ElastiCache Memcached Auto Discovery クライアントをコンパイルする方法につ
いて説明します。

トピック
• PHP 7 以上用 ElastiCache Memcached クライアントのコンパイル (p. 135)
• PHP 5 用 ElastiCache Memcached クライアントのコンパイル (p. 136)

PHP 7 以上用 ElastiCache Memcached クライアントのコンパイル

PHP-7.x を、使用しているバージョンに置き換えます。

PHP をインストールします。

sudo yum install -y amazon-linux-extras
sudo amazon-linux-extras enable php7.x

code ディレクトリで以下の一連のコマンドを実行します。

git clone  https://github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php  
phpize
mkdir BUILD
CD BUILD
../configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory> --disable-memcached-
sasl

../configure の実行で libssl (OpenSSL ライブラリ) を見つけられない場合、PKG_CONFIG_PATH  環境変数
を OpenSSL の .PC ファイルディレクトリへと微調整することが必要になる場合があります。

PKG_CONFIG_PATH=/path/to/ssl/lib/pkgconfig ../configure --with-libmemcached-dir=<path to 
 libmemcached build directory> --disable-memcached-sasl

また、TLS を使用していない場合は、以下を実行して無効にできます。

make
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make install
../configure --with-libmemcached-dir=<path to libmemcached build directory> --disable-
memcached-sasl --disable-memcached-tls

Note

PHP バイナリに libmemcached ライブラリを静的にリンクして、さまざまな Linux プラット
フォーム間でできるようにします。そのためには、make の前にコマンドを実行します。

sed -i "s#-lmemcached#<libmemcached-install-directory>/lib/libmemcached.a -lcrypt -
lpthread -lm -lstdc++ -lsasl2#" Makefile 

PHP 5 用 ElastiCache Memcached クライアントのコンパイル

aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php/ フォルダーで、以下のコマンドを実行
して aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php をコンパイルします。

git clone  https:////github.com/awslabs/aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php/
tree/php.git
cd aws-elasticache-cluster-client-memcached-for-php  
sudo yum install zlib-devel
phpize
./configure --with-libmemcached-dir=<libmemcached-install-directory>
make
make install
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ElastiCache クライアントの設定
ElastiCache クラスターは、プロトコルが Memcached に準拠しています。既存の Memcached 環境で現
在使用しているコード、アプリケーション、および広く使用されているほとんどのツールは、このサービ
スでもシームレスに動作します。

このセクションでは、ElastiCache のキャッシュノードに接続するための特定の考慮事項について説明し
ます。

トピック
• ノードのエンドポイントおよびポート番号を検索する (p. 137)
• 自動検出を使用するための接続 (p. 138)
• DNS 名と基になっている IP (p. 138)

ノードのエンドポイントおよびポート番号を検索する

キャッシュノードに接続するには、アプリケーションがそのノードのエンドポイントとポート番号を認識
している必要があります。

ノードのエンドポイントおよびポート番号を検索する (コンソール)

ノードエンドポイントとポート番号を調べるには

1. Amazon ElastiCache マネジメントコンソールにサインインし、クラスターで実行しているエンジンを
選択します。

選択したエンジンを実行しているすべてのクラスターが一覧表示されます。
2. 実行しているエンジンや設定に対して、以下を行います。
3. 対象のクラスターの名前を選択します。
4. 関心があるノードの [ポート] および [エンドポイント] 列を見つけます。

キャッシュノードのエンドポイントおよびポート番号を検索する (AWS CLI)

キャッシュノードのエンドポイントとポート番号を確認するには、describe-cache-clusters コマン
ドを --show-cache-node-info パラメータを指定して使用します。

aws elasticache describe-cache-clusters --show-cache-node-info 

完全修飾 DNS 名とポート番号は、出力のエンドポイントセクションにあります。

キャッシュノードのエンドポイントおよびポート番号を検索する (ElastiCache API)

キャッシュノードのエンドポイントとポート番号を確認するには、DescribeCacheClusters アクショ
ンを ShowCacheNodeInfo=true パラメータを指定して使用します。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com / 
    ?Action=DescribeCacheClusters 
    &ShowCacheNodeInfo=true 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20140421T220302Z 
    &Version=2014-09-30    
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    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Date=20140421T220302Z 
    &X-Amz-Expires=20140421T220302Z 
    &X-Amz-Signature=<signature> 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host

自動検出を使用するための接続

アプリケーションが自動検出を使用する場合、調べる必要があるのは各キャッシュノードの個々のエンド
ポイントではなく、クラスターの設定エンドポイントだけです。詳細については、「クラスター内のノー
ドを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。

Note

現在のところ、自動検出は Memcached エンジンを実行しているキャッシュクラスターでのみ使
用できます。

DNS 名と基になっている IP

クライアントには、キャッシュデータが保存されているサーバーのアドレスとポートが含まれるサーバー
リストが保持されています。ElastiCache を使用すると、DescribeCacheClusters API（または、describe-
cache-clusters コマンドラインユーティリティ）により、サーバーリストに使用できる完全修飾 DNS エン
トリとポート番号が返されます。

Important

キャッシュノードエンドポイントに接続するときは、クライアントアプリケーションがキャッ
シュノードの DNS 名を頻繁に解決するように設定することが重要です。

VPC インストール

キャッシュノードが障害から復帰した場合に、キャッシュノードの DNS 名と IP アドレスの両方が同じま
まかどうかを ElastiCache が確認します。

非 VPC インストール

ElastiCache は、障害発生時にキャッシュノードが復元されても、キャッシュノードの DNS 名が変わらな
いようにします。ただし、基になっているキャッシュノードの IP アドレスは変更される可能性がありま
す。

ほとんどのクライアントライブラリは、永続的なキャッシュノード接続をデフォルトでサポートしま
す。ElastiCache を使用するときは、永続的なキャッシュノード接続の使用をお勧めします。クライアン
ト側の DNS キャッシュが複数の場所 (クライアントライブラリ、言語ランタイム、クライアントオペレー
ティングシステムなど) で行われる場合があります。各レイヤーのアプリケーション設定を確認して、
キャッシュノードの IP アドレスを頻繁に解決するようにしてください。
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Memcached 実装用 ElastiCache の管
理

このセクションでは、ElastiCache の実装のさまざまなコンポーネントを管理する方法について詳しく説
明します。ノードまたはクラスターの作成、更新、削除などのタスクも取り上げています。

トピック
• エンジンバージョンとアップグレード (p. 139)
• ElastiCache リソースのタグ付け (p. 144)
• キャッシング戦略とベストプラクティス (p. 153)
• メンテナンスの管理 (p. 169)
• ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリング (p. 170)
• パラメータグループを使用したエンジンパラメータの設定 (p. 174)

エンジンバージョンとアップグレード
このセクションでは、サポートされる Memcached エンジンのバージョンとアップグレードする方法につ
いて説明します。

トピック
• サポートされている ElastiCache for Memcached バージョン (p. 140)
• エンジンバージョンのアップグレード (p. 143)
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サポートされている ElastiCache for Memcached バー
ジョン
ElastiCache は、以下の Memcached のバージョンと、新しいバージョンへのアップグレードをサポート
します。新しいバージョンにアップグレードする場合、満たされない場合にアップグレードが失敗する条
件について、細心の注意を払ってください。

ElastiCache for Memcached のバージョン
• Memcached バージョン 1.6.17 (p. 140)
• Memcached バージョン 1.6.12 (p. 140)
• Memcached バージョン 1.6.6 (p. 140)
• Memcached バージョン 1.5.16 (p. 140)
• Memcached バージョン 1.5.10 (p. 140)
• Memcached バージョン 1.4.34 (p. 141)
• Memcached バージョン 1.4.33 (p. 141)
• Memcached バージョン 1.4.24 (p. 141)
• Memcached バージョン 1.4.14  (p. 142)
• Memcached バージョン 1.4.5 (p. 142)

Memcached バージョン 1.6.17
ElastiCache for Memcached バージョン 1.6.17 のサポートが追加されました。新機能は含まれていません
が、バグ修正と Memcached 1.6.12 からの累積更新が含まれています。

詳細については、GitHub の Memcached で、「ReleaseNotes1617」を参照してください。

Memcached バージョン 1.6.12
ElastiCache for Memcached バージョン 1.6.12 と転送中の暗号化のサポートが追加されました。また、バ
グ修正と Memcached 1.6.6 からの累積更新が含まれています。

詳細については、GitHub の Memcached で、「ReleaseNotes1612」を参照してください。

Memcached バージョン 1.6.6
ElastiCache for Memcached バージョン 1.6.6 のサポートが追加されました。新機能は含まれていません
が、バグ修正と Memcached 1.5.16 からの累積更新が含まれています。ElastiCache for Memcached に
は、Extstore のサポートは含まれていません。

詳細については、GitHub の Memcached で、「ReleaseNotes166」を参照してください。

Memcached バージョン 1.5.16
ElastiCache for Memcached で Memcached バージョン 1.5.16 のサポートが追加されました。新機能は含
まれていませんが、バグ修正と Memcached 1.5.14 および Memcached 1.5.15 からの累積更新が含まれて
います。

詳細については、GitHub の Memcached で、「Memcached 1.5.16 リリースノート」を参照してくださ
い。

Memcached バージョン 1.5.10
ElastiCache for Memcached バージョン 1.5.10 では、以下の Memcached 機能がサポートされています。
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• 自動スラブ再分散。
• murmur3 アルゴリズムによる高速なハッシュテーブル参照。
• セグメント化された LRU アルゴリズム。
• メモリをバックグラウンドで回復するための LRU クローラ。
• --enable-seccomp: コンパイル時オプション。

no_modern および inline_ascii_resp パラメータも導入されています。詳細については、
「Memcached 1.5.10 パラメータの変更 (p. 190)」を参照してください。

Memcached 用 ElastiCache バージョン 1.4.34 以降に追加された Memcached の機能拡張には、以下が含
まれます。

• ASCII マルチ取得、CVE-2017-9951、metadumper の制限クロールなどの累積的修正。
• 接続制限時に接続を閉じることにより接続管理を改善。
• 1 MB を超えるアイテムサイズのアイテムサイズ管理を強化。
• アイテムあたりのメモリ要件を数バイト下げることにより、パフォーマンスとメモリオーバーヘッドを

改善。

詳細については、GitHub の Memcached で、「Memcached 1.5.10 リリースノート」を参照してくださ
い。

Memcached バージョン 1.4.34
ElastiCache for Memcached バージョン 1.4.34 では、バージョン 1.4.33 からの新機能の追加はありませ
ん。バージョン 1.4.34 は、通常のリリースよりも大きなバグ修正リリースです。

詳細については、GitHub の Memcached で、「Memcached 1.4.34 リリースノート」を参照してくださ
い。

Memcached バージョン 1.4.33
バージョン 1.4.24 以降に追加された Memcached の機能拡張には、以下が含まれます。

• 特定のスラブクラス、スラブクラスのリスト、またはすべてのスラブクラスのメタデータをダンプでき
る機能 詳細については、「Memcached 1.4.31 リリースノート」を参照してください。

• デフォルト値が 1 MB を超える大きなアイテムに対応 詳細については、「Memcached 1.4.29 リリース
ノート」を参照してください。

• 閉じる前にクライアントがアイドル状態だった時間を指定できる機能

クラスターを再起動せずに、Memcached で使用可能なメモリの量を動的に増やすことができる機能 詳
細については、「Memcached 1.4.27 リリースノート」を参照してください。

• fetchers、mutations、evictions のログ記録がサポートされるようになりました。詳細について
は、「Memcached 1.4.26 リリースノート」を参照してください。

• 解放されたメモリは、再度グローバルのプールに戻し、新しいスラブクラスに割り当て直すことができ
ます。詳細については、「Memcached 1.4.25 リリースノート」を参照してください。

• 複数のバグ修正。
• いくつかの新しいコマンドとパラメータ。リストについては、「Memcached 1.4.33 で追加されたパラ

メータ (p. 191)」を参照してください。

Memcached バージョン 1.4.24
バージョン 1.4.14 以降に追加された Memcached の機能拡張には、以下が含まれます。
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• バックグラウンドプロセスを使用した LRU (least recently used) の管理
• ハッシュアルゴリズムとして使用する jenkins または murmur3 のオプションを追加しました。
• いくつかの新しいコマンドとパラメータ。リストについては、「Memcached 1.4.24 で追加されたパラ

メータ (p. 193)」を参照してください。
• 複数のバグ修正。

Memcached バージョン 1.4.14
バージョン 1.4.5 以降に追加された Memcached の機能拡張には、以下が含まれます。

• スラブ再分散機能の強化。
• パフォーマンスとスケーラビリティの強化。
• touch コマンドの導入により、既存の項目の有効期限を取得せずに更新する機能。
• 自動検出—クライアントプログラムが、クラスター内のすべてのキャッシュノードを自動的に識別し、

それらのすべてのノードへの接続を開始して維持する機能。

Memcached バージョン 1.4.5
Memcached バージョン 1.4.5 は、Amazon ElastiCache for Memcached でサポートされた最初のエンジン
とバージョンです。
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エンジンバージョンのアップグレード
キャッシュクラスターを実現するプロトコルに準拠したソフトウェアを、ElastiCache でサポートされる
新しいバージョンにアップグレードするかどうかと、アップグレードの時期を管理します。このレベル
のコントロールにより、特定のバージョンとの互換性を維持する、本稼働環境にデプロイする前にアプリ
ケーションで新しいバージョンをテストする、および独自の条件とタイムラインでバージョンのアップグ
レードを実行することができます。

バージョンのアップグレードは互換性のリスクがあるため、自動では実行されません。それらを自分で開
始する必要があります。

新しい Memcached バージョンにアップグレードするには、キャッシュクラスターを変更して使用する新
しいエンジンのバージョンを指定します。新しい Memcached バージョンへのアップグレードは破壊的な
手順です – データは失われ、コールドキャッシュを使って開始されます。詳細については、「ElastiCache 
クラスターの変更 (p. 78)」を参照してください。

古いバージョンの Memcached から Memcached バージョン 1.4.33 以降へアップグレードする
ときは、次の要件に注意する必要があります。以下の条件では、CreateCacheCluster および
ModifyCacheCluster は失敗します。

• もし slab_chunk_max > max_item_size。
• もし max_item_size modulo slab_chunk_max != 0。
• もし max_item_size > ((max_cache_memory - memcached_connections_overhead) / 
4)。

(max_cache_memory - memcached_connections_overhead) の値は、データに使用可能なノー
ドのメモリです。詳細については、「Memcached 接続オーバーヘッド (p. 200)」を参照してくださ
い。

アップグレードに関する考慮事項
アップグレードする場合は、以下の点を考慮してください。

• エンジンのバージョニングは、パッチの適用方法をできる限り制御できるように設計されています。た
だし、ElastiCache には、システムまたはキャッシュソフトウェアに重大なセキュリティ脆弱性が発生
する可能性が低い場合に、お客様に代わってクラスターにパッチを適用するための権限あります。

• ElastiCache for Redis では、Redis 6.0 以降、複数のパッチバージョンを提供するのではなく、Redis 
OSS マイナーリリースごとに 1 つのバージョンが提供されます。

• Memcached エンジンでは永続性がサポートされていないため、そのエンジンバージョンのアップグ
レードは常に、クラスターのすべてのキャッシュデータを消去する破壊的なプロセスです。

エンジンバージョンのアップグレード方法
クラスターのバージョンアップグレードを開始するには、クラスターを変更し、新しいエンジンバージョ
ンを指定します。これを行うには、ElastiCache コンソールのAWS CLI、または ElastiCache API を使用し
ます。

• AWS Management Console を使用するには、「AWS Management Console を使用する場合 (p. 78)」を
参照してください。

• AWS CLI を使用するには、「AWS CLI を使用する場合 (p. 79)」を参照してください。
• ElastiCache API を使用するには、「ElastiCache API の使用 (p. 79)」を参照してください。
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ElastiCache リソースのタグ付け
クラスターと他の ElastiCache リソースを管理しやすくするために、タグ形式で各リソースに独自のメタ
データを割り当てることができます。タグを使用すると、例えば用途別、所有者別、環境別などのさま
ざまな方法で AWS リソースを分類できます。これは、同じタイプのリソースが多数ある場合に役立ちま
す。割り当てたタグに基づいて、特定のリソースをすばやく識別できます。このトピックでは、タグとそ
の作成方法について説明します。

Warning

ベストプラクティスとして、機密データをタグに含めないようお勧めします。

タグの基本
タグとは、AWS リソースに付けるラベルです。タグはそれぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設
定されており、どちらもお客様側が定義します。タグを使用すると、AWS リソースを用途、所有者などの
さまざまな方法で分類できます。たとえば、各インスタンスの所有者とユーザーグループを追跡しやすく
するため、アカウントの ElastiCache クラスターに対して一連のタグを定義できます。

各リソースタイプのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性のある一連の
タグキーを使用することで、リソースの管理が容易になります。追加したタグに基づいてリソースを検
索およびフィルタリングできます。効果的なリソースのタグ付け戦略を実装する方法の詳細については、
「AWS ホワイトペーパーのタグ付けのベストプラクティス」を参照してください。

タグには、ElastiCache に関連する意味はなく、完全に文字列として解釈されます。また、タグは自動的
にリソースに割り当てられます。タグのキーと値は編集でき、タグはリソースからいつでも削除できま
す。タグの値は null に設定できます。特定のリソースについて既存のタグと同じキーを持つタグを追加
した場合、以前の値は新しい値によって上書きされます。リソースを削除すると、リソースのタグも削除
されます。さらに、レプリケーショングループでタグを追加または削除すると、そのレプリケーショング
ループ内のすべてのノードにもタグが追加または削除されます。

AWS Management Console、AWS CLI、および ElastiCache API を使用してタグを操作できます。

IAM を使用している場合は、タグを作成、編集、削除する許可を持つ AWS アカウントのユーザーを制御
できます。詳細については、「リソースレベルのアクセス許可 (p. 273)」を参照してください。

タグを付けることができるリソース
アカウントにすでに存在するほとんどの ElastiCache リソースにタグ付けできます。以下の表に、タグ付
けをサポートするリソースを示します。AWS Management Console を使用している場合、リソースにタグ
を適用するには、[タグエディタ] を使用します。一部のリソースの画面では、リソースの作成時にリソー
スのタグを指定できます。たとえば、Name のキーと指定した値をタグ付けします。ほとんどの場合、リ
ソースの作成後すぐに (リソースの作成時ではなく) コンソールによりタグが適用されます。コンソールで
はリソースを [Name] タグに応じて整理できますが、このタグには ElastiCache サービスに対する意味論
的意味はありません。

さらに、リソース作成アクションによっては、リソースの作成時にリソースのタグを指定できます。リ
ソースの作成時にタグを適用できない場合は、リソース作成プロセスがロールバックされます。これによ
り、リソースがタグ付きで作成されるか、まったく作成されないようになるため、タグ付けされていない
リソースが存在することがなくなります。作成時にリソースにタグ付けすることで、リソース作成後にカ
スタムタグ付けスクリプティングを実行する必要がなくなります。

Amazon ElastiCache API、AWS CLI、または AWS SDK を使用している場合は、関連する ElastiCache 
API アクションの Tags パラメータを使用して、タグを適用できます。具体的には次の 2 つです。

• CreateCacheCluster
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• CreateCacheParameterGroup

• CreateCacheSecurityGroup

• CreateCacheSubnetGroup

• PurchaseReservedCacheNodesOffering

次の表では、タグ付け可能な ElastiCache リソースと、ElastiCache API、AWS CLI、または AWS SDK を
使用した作成時にタグ付け可能なリソースについて説明します。

ElastiCache リソースのタグ付けのサポート

リ
ソー
ス

タグをサポート 作成時のタグ付けをサポート

parametergroupはい はい

securitygroupはい はい

subnetgroupはい はい

ク
ラ
ス
ター

はい はい

reserved-
instance
はい はい

IAM ポリシーでタグベースのリソースレベルアクセス許可を、作成時のタグ付けをサポートする 
ElastiCache API アクションに適用し、作成時にリソースにタグ付けできるユーザーとグループを細かく制
御できます。リソースは、作成時から適切に保護されます。タグはリソースに即座に適用されます。した
がって、リソースの使用を制御するタグベースのリソースレベルの許可は、ただちに有効になります。リ
ソースは、より正確に追跡および報告されます。新しいリソースにタグ付けの使用を適用し、リソースで
設定されるタグキーと値をコントロールできます。

詳細については、「リソースのタグ付けの例 (p. 146)」を参照してください。

請求用のリソースへのタグ付けの詳細については、「コスト配分タグによるコストのモニタリン
グ (p. 148)」を参照してください。

タグの制限
タグには以下のような基本制限があります。

• リソースあたりのタグの最大数 - 50 件
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、各タグキーに設定できる値は 

1 つのみです。
• キーの最大長 – 128 Unicode 文字 (UTF-8)
• 値の最大長 - 256 Unicode 文字 (UTF-8)。
• ElastiCache ではタグ内に任意の文字を使用できますが、他のサービスでは制限がある場合がありま

す。すべてのサービスで使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、数字、およびスペースに加え
て、 + - = . _ : / @ です。

• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。

API バージョン 2015-02-02
145



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド
ElastiCache リソースのタグ付け

• aws: プレフィックスは AWS 用に限定されています。タグにこのプレフィックスが付いたタグキーが
ある場合、タグのキーまたは値を編集、削除することはできません。aws: プレフィックスを持つタグ
は、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。

タグのみに基づいてリソースを終了、停止、終了することはできません。リソース識別子を指定す
る必要があります。例えば、DeleteMe というタグキーを使用してタグ付けしたスナップショッ
トを削除するには、DeleteSnapshot のようなスナップショットのリソース識別子を指定して
snap-1234567890abcdef0 アクションを使用する必要があります。

タグ付けできる ElastiCache リソースの詳細については、「タグを付けることができるリソー
ス (p. 144)」を参照してください。

リソースのタグ付けの例
• タグを使用したキャッシュクラスターの作成。

aws elasticache create-cache-cluster \
--cluster-id testing-tags \
--cluster-description cluster-test \
--cache-subnet-group-name test \
--cache-node-type cache.t2.micro \
--engine redis \
--tags Key="project",Value="XYZ" Key="Elasticache",Value="Service" 

タグベースのアクセスコントロールポリシーの例
1. クラスターに Project=XYZ というタグがある場合にのみ、クラスターへの AddTagsToResource アク

ションが許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticache:AddTagsToResource", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Project": "XYZ" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

2. レプリケーショングループに Project タグと Service タグが含まれ、キーが Project と Service と異なる
場合、レプリケーショングループからの RemoveTagsFromResource アクションが許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticache:RemoveTagsFromResource", 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Service": "Elasticache", 
                    "aws:ResourceTag/Project": "XYZ" 
                },                 
                "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "Project", 
                        "Service" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

3. タグが Project と Service と異なる場合にのみ、任意のリソースへの AddTagsToResource が許可され
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "elasticache:AddTagsToResource", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:*:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEqualsIgnoreCase": { 
                    "aws:TagKeys": [  
                        "Service",  
                        "Project"  
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

4. リクエストタグ Project が欠落しているか、Dev、QA、または Prod と等しくない場
合、CreateCacheCluster アクションが拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster", 
                "elasticache:AddTagsToResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Project": [ 
                        "Dev", 
                        "Prod", 
                        "QA" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

詳細については、「条件キーの使用 (p. 273)」を参照してください。

コスト配分タグによるコストのモニタリング
Amazon ElastiCache でリソースにコスト配分タグを追加する場合、リソースのタグ値に基づいて請求書の
費用をグループ化してコストを追跡できます。

ElastiCache コスト配分タグは、ElastiCache リソースを定義してそのリソースに関連付けるキーと値のペ
アです。キーと値は大文字と小文字が区別されます。タグキーを使用してカテゴリを定義し、タグ値をそ
のカテゴリの項目にすることができます。たとえば、「CostCenter」というタグキーと「10010」とい
うタグ値を定義して、リソースがコストセンター 10010 に割り当てられていることを示すことができま
す。また、Environment などのキーと、test や production などの値を使用して、リソースがテスト
用なのか本稼働用なのかを示すこともできます。リソースに関連付けられているコストの追跡が簡単にな
るように、一貫した一連のタグキーを使用することをお勧めします。

コスト配分タグを使用して AWS の請求書を分類し、自分のコスト構造を反映させます。そのためには、
サインアップして、タグキー値が含まれた AWS アカウントの請求書を取得する必要があります。次に、
結合したリソースのコストを見るには、同じタグキー値のリソースに従って請求書情報を整理します。
例えば、複数のリソースに特定のアプリケーション名のタグを付け、請求情報を整理することで、複数の
サービスを利用しているアプリケーションの合計コストを確認することができます。

タグを組み合わせてさらに細かくコストを追跡することもできます。たとえば、リージョンごとのサー
ビスのコストを追跡するために、Service と Region というタグキーを使用できます。1 つのリソース
では値を ElastiCache と Asia Pacific (Singapore) にし、別のリソースでは値を ElastiCache
と Europe (Frankfurt) にします。これによって、ElastiCache の合計コストをリージョンごとに表
示できます。詳細については、「AWS Billing ユーザーガイド」の「コスト配分タグの使用」(Use Cost 
Allocation Tags) を参照してください。

Memcached クラスターに ElastiCache コスト配分タグを追加できます。タグの追加やリスト、変更、削
除を行った場合、そのオペレーションは、指定したクラスターにのみ適用されます。
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ElastiCache コスト配分タグの特徴

• コスト配分タグは、ARN として CLI および API オペレーションで指定された ElastiCache リソースに適
用されます。resource-type は "cluster" です。

サンプル ARN: arn:aws:elasticache:<region>:<customer-id>:<resource-
type>:<resource-name>

Memcached: タグはクラスターのみに適用されます。

サンプル arn: arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster
• タグキーは、必須のタグ名です。キーの文字列値は、長さが 1～128 文字の Unicode 文字です。aws:

をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数字、空白、
下線 ( _ )、ピリオド ( . )、コロン ( : )、バックスラッシュ ( \ )、等号 ( = )、プラス記号 ( + )、ハイフン 
( - )、またはアットマーク ( @ ) を含めることができます。

 
• タグ値は、オプションのタグの値です。値の文字列値は、長さが 1～256 文字の Unicode 文字で

す。aws: をプレフィックスとして使用することはできません。文字列には、一連の Unicode 文字、数
字、空白、下線 ( _ )、ピリオド ( . )、コロン ( : )、バックスラッシュ ( \ )、等号 ( = )、プラス記号 ( + )、
ハイフン ( - )、またはアットマーク ( @ ) を含めることができます。

 
• ElastiCache リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。

 
• 値はタグセット内で一意である必要はありません。たとえば、タグセット内に Service と
Application というキーがあり、両方の値として ElastiCache を指定できます。

AWS はタグに意味論的意味を適用しません。タグは文字列として厳密に解釈されます。AWS によって 
ElastiCache リソースのタグは自動的に設定されません。

AWS CLI を使用したコスト配分タグの管理
AWS CLI を使用して、コスト配分タグを追加、変更、または削除できます。

コスト配分タグは、ElastiCache for Memcached クラスターに適用されます。タグ付けされるクラスター
は、ARN (Amazon リソースネーム) を使用して指定されます。

サンプル arn: arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster

サンプル arn: arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster

トピック
• AWS CLI を使用したタグの一覧表示 (p. 149)
• AWS CLI を使用したタグの追加 (p. 150)
• AWS CLI を使用したタグの変更 (p. 151)
• AWS CLI を使用したタグの削除 (p. 151)

AWS CLI を使用したタグの一覧表示
list-tags-for-resource オペレーションを行い、AWS CLI を使用して既存の ElastiCache リソースのタグを
一覧表示できます。
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次のコードは、AWS CLI を使用して、us-west-2 リージョンの Memcached クラスター my-cluster のタ
グをリスト表示します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache list-tags-for-resource \ 
  --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster 

Windows の場合:

aws elasticache list-tags-for-resource ^ 
  --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster 

このオペレーションの出力は、リソースのすべてのタグを示した次のリストのようになります。

{ 
   "TagList": [ 
      { 
         "Value": "10110", 
         "Key": "CostCenter" 
      }, 
      { 
         "Value": "EC2", 
         "Key": "Service" 
      } 
   ]
}

リソースにタグが見つからない場合は、空の TagList が出力されます。

{ 
   "TagList": []
}

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache list-tags-for-resource」を参照してください。

AWS CLI を使用したタグの追加
add-tags-to-resource CLI オペレーションを行い、AWS CLI を使用して、既存の ElastiCache リソースに
タグを追加できます。タグキーがリソースに存在しない場合は、キーと値がリソースに追加されます。
キーが既にリソースに存在する場合、キーに関連付けられた値は新しい値に更新されます。

次のコードは、AWS CLI を使用して、us-west-2 リージョンの クラスター Service の 
に、elasticache と us-west-2 というキーを追加し、それぞれの値を my-cluster-001 と my-
cluster に設定します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache add-tags-to-resource \ 
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \ 
 --tags Key=Service,Value=elasticache \ 
        Key=Region,Value=us-west-2 

Windows の場合:

aws elasticache add-tags-to-resource ^ 
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^ 
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 --tags Key=Service,Value=elasticache ^ 
        Key=Region,Value=us-west-2 

このオペレーションの出力は、次のオペレーションのリソースのすべてのタグを示した以下のリストのよ
うになります。

{ 
   "TagList": [ 
      { 
         "Value": "elasticache", 
         "Key": "Service" 
      }, 
      { 
         "Value": "us-west-2", 
         "Key": "Region" 
      } 
   ]
}

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache add-tags-to-resource」を参照してください。

オペレーション create-cache-cluster を使用して新しいクラスターを作成するときに、AWS CLI を使用し
てクラスターにタグを追加することもできます。ElastiCache マネジメントコンソールを使用してクラス
ターを作成するときは、タグを追加できません。クラスターを作成した後は、コンソールを使用してクラ
スターにタグを追加できます。

AWS CLI を使用したタグの変更
AWS CLI を使用して、ElastiCache for Memcached クラスターのタグを変更できます。

タグを変更するには:

• add-tags-to-resource を使用して、新しいタグを追加するか、既存のタグに関連付けられている値を変更
します。

• remove-tags-from-resource を使用して、リソースから指定したタグを削除します。

どちらのオペレーションでも、指定のクラスターのタグとその値を示すリストが出力されます。

AWS CLI を使用したタグの削除
remove-tags-from-resource オペレーションを行い、AWS CLI を使用して、既存の ElastiCache for 
Memcached クラスターからタグを削除できます。

次のコードでは、AWS CLI を使用して、us-west-2 リージョンのクラスター my-cluster の から
Service および Region というキーでタグを削除します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache remove-tags-from-resource \ 
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster \ 
 --tag-keys PM Service 

Windows の場合:

aws elasticache remove-tags-from-resource ^ 
 --resource-name arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster ^ 
 --tag-keys PM Service 
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このオペレーションの出力は、次のオペレーションのリソースのすべてのタグを示した以下のリストのよ
うになります。

{ 
   "TagList": []
}

詳細については、「AWS CLI for ElastiCache remove-tags-from-resource」を参照してください。

ElastiCache API を使用したコスト配分タグの管理
ElastiCache API を使用して、コスト配分タグを追加、変更、または削除できます。

コスト配分タグは、ElastiCache for Memcached クラスターに適用されます。タグ付けされるクラスター
は、ARN (Amazon リソースネーム) を使用して指定されます。

サンプル arn: arn:aws:elasticache:us-west-2:1234567890:cluster:my-cluster

トピック
• ElastiCache API を使用したタグの一覧表示 (p. 152)
• ElastiCache API を使用したタグの追加 (p. 152)
• ElastiCache API を使用したタグの変更 (p. 153)
• ElastiCache API を使用したタグの削除 (p. 153)

ElastiCache API を使用したタグの一覧表示
ListTagsForResource オペレーションを行い、ElastiCache API を使用して既存のリソースのタグを一覧表
示できます。

次のコードは、ElastiCache API を使用して、us-west-2 リージョンのリソース my-cluster のタグを一
覧表示します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=ListTagsForResource 
   &ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Version=2015-02-02 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

ElastiCache API を使用したタグの追加
AddTagsToResource オペレーションを行い、ElastiCache API を使用して、既存の ElastiCache クラス
ターにタグを追加できます。タグキーがリソースに存在しない場合は、キーと値がリソースに追加されま
す。キーが既にリソースに存在する場合、キーに関連付けられた値は新しい値に更新されます。

次のコードは、ElastiCache API を使用して、us-west-2 リージョンのリソース my-cluster
に、Service と Region というキーを追加し、それぞれの値を elasticache と us-west-2 に設定し
ます。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=AddTagsToResource 
   &ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster 
   &SignatureVersion=4 
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   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Tags.member.1.Key=Service  
   &Tags.member.1.Value=elasticache 
   &Tags.member.2.Key=Region 
   &Tags.member.2.Value=us-west-2 
   &Version=2015-02-02 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

詳細については、Amazon ElastiCache API リファレンスの「AddTagsToResource」を参照してくださ
い。

ElastiCache API を使用したタグの変更
ElastiCache API を使用して、ElastiCache クラスターのタグを変更できます。

タグの値を変更するには:

• AddTagsToResource オペレーションを使用して新しいタグと値を追加するか、既存のタグの値を変更
します。

• RemoveTagsFromResource を使用して、リソースからタグを削除します。

どちらのオペレーションでも、指定のリソースのタグとその値を示すリストが出力されます。

RemoveTagsFromResource を使用して、リソースからタグを削除します。

ElastiCache API を使用したタグの削除
RemoveTagsFromResource オペレーションを行い、ElastiCache API を使用して既存の ElastiCache for 
Memcached クラスターからタグを削除できます。

次のコードは、ElastiCache API を使用して、us-west-2 リージョンのクラスター my-cluster のから
Service および Region というキーでタグを削除します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=RemoveTagsFromResource 
   &ResourceName=arn:aws:elasticache:us-west-2:0123456789:cluster:my-cluster 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &TagKeys.member.1=Service 
   &TagKeys.member.2=Region 
   &Version=2015-02-02 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &X-Amz-Credential=<credential>

キャッシング戦略とベストプラクティス
以下は、Amazon ElastiCache の推奨されるベストプラクティスです。これらに従うと、クラスターのパ
フォーマンスと信頼性が向上します。

トピック
• キャッシュ戦略 (p. 154)
• 効率的な負荷分散のための ElastiCache クライアントの設定 (p. 158)
• Lettuce クライアント設定 (p. 159)
• IPv6 クライアントの例 (p. 166)
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キャッシュ戦略
以下のトピックでは、キャッシュを設定および維持するための戦略について説明します。

キャッシュするデータとデータへのアクセスパターンに基づいて、キャッシュを入力し維持するために実
装する戦略とは何か。たとえば、ゲームサイトやトレンドのニュースのランキングトップ 10 で同じ同じ
戦略は使用したくないでしょう。このセクションの後半では、一般的なキャッシュのメンテナンス戦略、
利点および欠点について説明します。

トピック
• 遅延読み込み (p. 154)
• 書き込みスルー (p. 155)
• TTL の追加 (p. 156)
• 関連トピック (p. 157)

遅延読み込み
その名前が示すようため、[遅延読み込み] は、必要なときにのみキャッシュにデータを読み込むキャッ
シュ戦略です。これは、以下で説明するように動作します。

Amazon ElastiCacheは、インメモリ key-value ストアで、アプリケーションとアプリケーションがアクセ
スするデータストア (データベース) 間にあります。アプリケーションがデータをリクエストする場合は、
常に ElastiCache キャッシュに最初にリクエストを行います。データがキャッシュにあり最新である場
合、ElastiCache はアプリケーションにデータを返します。データがキャッシュにない場合、または期限
が切れている場合は、アプリケーションはデータストアからのデータをリクエストします。その後、デー
タストアはアプリケーションにデータを返します。次に、アプリケーションは、ストアから受信したデー
タをキャッシュに書き込みます。このようにして、次回リクエストされたときに、より迅速に取得できま
す。

[キャッシュヒット] は、データがキャッシュにあり、期限切れでない場合に発生します。

1. アプリケーションは、キャッシュに対してデータをリクエストします。
2. キャッシュはアプリケーションにデータを返します。

[キャッシュミス] は、データがキャッシュにないか、期限切れの場合に発生します。

1. アプリケーションは、キャッシュに対してデータをリクエストします。
2. キャッシュにはリクエストされたデータがないため、null を返します。
3. アプリケーションはデータベースに対してデータをリクエストし、取得します。
4. アプリケーションは、新しいデータでキャッシュを更新します。

遅延読み込みの利点と欠点

遅延読み込みの利点は次のとおりです。

• リクエストされたデータのみをキャッシュします。

ほとんどのデータがリクエストされないため、遅延読み込みではデータでキャッシュがいっぱいになる
ことを回避できます。

• ノード障害は、アプリケーションにとって致命的ではありません。

ノードで障害が発生して新しい空のノードに置き換えられた場合、アプリケーションはレイテンシーが
長くなっても機能し続けます。新規ノードへのリクエストが行われると、それぞれのキャッシュミスに
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より、データベースのクエリが行われます。同時に、後続のリクエストがキャッシュからデータを取得
できるように、データコピーがキャッシュに追加されます。

遅延読み込みの欠点は次のとおりです。

• キャッシュミスのペナルティがあります。1 回のキャッシュのミスで 3 回のトリップ:
1. キャッシュに対する最初のデータリクエスト
2. データベースへのデータクエリ
3. キャッシュにデータを書き込む

これらのミスにより、アプリケーションによるデータの取得に相当な遅延が発生する可能性がありま
す。

• 古いデータ。

キャッシュミスがある場合にのみデータがキャッシュに書き込まれる場合は、キャッシュ内のデータが
古くなる可能性があります。この結果は、データベースのデータが変更されたときに、キャッシュへの
更新がないために発生します。この問題に対処するには、書き込みスルー (p. 155) および TTL の追
加 (p. 156) 戦略を使用できます。

遅延読み込み擬似コードの例

次のコードは、遅延読み込みロジックの擬似コードの例です。

// *****************************************
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is
//    retrieved from the database,  
//    added to the cache, and  
//    returned to the application
// *****************************************
get_customer(customer_id) 

    customer_record = cache.get(customer_id) 
    if (customer_record == null) 
     
        customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}", customer_id) 
        cache.set(customer_id, customer_record) 
     
    return customer_record

この例では、データを取得するアプリケーションコードは次のとおりです。

customer_record = get_customer(12345)

書き込みスルー
書き込みスルー戦略では、データがデータベースに書き込まれると常にデータを追加するか、キャッシュ
のデータを更新します。

書き込みスルーの利点と欠点

書き込みスルーの利点は次のとおりです。

• キャッシュのデータが古くなりません。
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キャッシュにデータベースにデータが書き込まれるたびにキャッシュのデータが更新されるため、
キャッシュのデータが常に最新の状態になります。

• 書き込みペナルティ対読み取りペナルティ。

1 回の書き込みで 2 回のトリップ:
1. キャッシュへの書き込み
2. データベースへの書き込み

レイテンシーをプロセスに追加します。つまり、エンドユーザーは一般的に、データの取得時よりも
データの更新時のレイテンシーに対して寛容です。更新は作業量が大きく時間がかかるのが常です。

書き込みスルーの欠点は次のとおりです。

• 欠落データ。

ノード障害またはスケールアウトにより、新規ノードをスピンアップすると、データが欠落していま
す。このデータは、データベースで追加または更新されるまで失われ続けます。これを最小限に抑える
には、[遅延読み込み (p. 154)] を書き込みスルーで指定します。

• キャッシュの変動。

ほとんどのデータは読み込まれないため、これはリソース浪費です。[有効期限 (TTL) の値を追加す
る (p. 156)] を使用すると、無駄なスペースを最小限に抑えることができます。

書き込みスルー擬似コードの例
以下は、書き込みスルーロジックの擬似コードの例です。

// *****************************************
// function that saves a customer's record.
// *****************************************
save_customer(customer_id, values) 

    customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values) 
    cache.set(customer_id, customer_record) 
    return success

この例では、データを取得するアプリケーションコードは次のとおりです。

save_customer(12345,{"address":"123 Main"})

TTL の追加
遅延読み取りはデータが古くなる可能性がありますが、空ノードによる障害は発生しません。書き込みス
ルーでは常に新しいデータとなりますが、空ノードの障害が発生して、過剰なデータがキャッシュに入力
される可能性があります。それぞれの書き込みに有効期限 (TTL) の値を追加することで、それぞれの戦略
のメリットが得られます。同時に、過剰なデータでキャッシュがいっぱいになる事態が避けられます。

[有効期限 (TTL)] は、キーの有効期限までの秒数を指定する整数値です。Memcached は、この値を秒単位
で指定します。アプリケーションが期限切れのキーを読み込もうとすると、キーが見つからないものとし
て処理されます。データベースにキーについてクエリされ、キャッシュが更新されます。このアプローチ
は、値が古くなっていないことを保証するものではありません。ただし、これはデータが古くなりすぎる
ことを防ぎ、キャッシュの値がデータベースから時々更新されることを必要とします。

詳細については、Memcached の set コマンドを参照してください。
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TTL 擬似コードの例
以下は、TTL のある書き込みスルーロジックの擬似コードの例です。

// *****************************************
// function that saves a customer's record.
// The TTL value of 300 means that the record expires
//    300 seconds (5 minutes) after the set command  
//    and future reads will have to query the database.
// *****************************************
save_customer(customer_id, values) 

    customer_record = db.query("UPDATE Customers WHERE id = {0}", customer_id, values) 
    cache.set(customer_id, customer_record, 300) 

    return success

以下は、TTL のある遅延読み込みロジックの擬似コードの例です。

// *****************************************
// function that returns a customer's record.
// Attempts to retrieve the record from the cache.
// If it is retrieved, the record is returned to the application.
// If the record is not retrieved from the cache, it is  
//    retrieved from the database,  
//    added to the cache, and  
//    returned to the application.
// The TTL value of 300 means that the record expires
//    300 seconds (5 minutes) after the set command  
//    and subsequent reads will have to query the database.
// *****************************************
get_customer(customer_id) 

    customer_record = cache.get(customer_id) 
     
    if (customer_record != null) 
        if (customer_record.TTL < 300) 
            return customer_record        // return the record and exit function 
             
    // do this only if the record did not exist in the cache OR 
    //    the TTL was >= 300, i.e., the record in the cache had expired. 
    customer_record = db.query("SELECT * FROM Customers WHERE id = {0}", customer_id) 
    cache.set(customer_id, customer_record, 300)  // update the cache 
    return customer_record                // return the newly retrieved record and exit 
 function

この例では、データを取得するアプリケーションコードは次のとおりです。

save_customer(12345,{"address":"123 Main"})

customer_record = get_customer(12345)

関連トピック
• インメモリデータストア (p. 2)
• エンジンとバージョンの選択
• ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリング (p. 170)
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効率的な負荷分散のための ElastiCache クライアント
の設定

Note

このセクションは、複数ノードの Memcached クラスターに適用されます。

複数の ElastiCache Memcached ノードを効果的に使用するには、ノード間でキャッシュキーを分散でき
る必要があります。n 個のノードがあるクラスターを負荷分散するための簡単な方法では、オブジェクト
のキーのハッシュを計算し、n - hash(key) mod n で結果の余りを求めます。結果の値（0～n–1）が、
オブジェクトを配置するノードの数になります。

この手法は単純で、ノードの数（n）が一定である限り有効です。ただし、クラスターからノードを追加ま
たは削除する場合、移動する必要があるキーの数は (n - 1) / n (n は新しいノード数) です。したがって、こ
の手法では多数のキーが移動され、特にノード数が大きくなると、初期のキャッシュミスが多数発生しま
す。1 ノードから 2 ノードへのスケーリングでは、キーの (2-1)/2 (50 パーセント) が移動されます。9 ノー
ドから 10 ノードへのスケーリングでは、キーの (10–1)/10 (90 パーセント) が移動されます。トラフィッ
クのスパイクの理由からスケールアップする場合、多数のキャッシュミスが発生することは避けたいもの
です。多数のキャッシュミスは、トラフィックのスパイクにより既に過負荷になっているデータベースの
ヒットとなります。

このジレンマには、整合性のあるハッシュがソリューションとなります。整合性のあるハッシュではアル
ゴリズムを使用し、ノードがクラスターから追加または削除されるたびに、移動する必要のあるキーの数
は約 1/n となります (n は新しいノード数)。1 ノードから 2 ノードへのスケーリングでは、キーの 1/2 (50 
パーセント) が移動され、最悪のケースとなります。9 ノードから 10 ノードへのスケーリングでは、キー
の 1/10 (10 パーセント) が移動されます。

ユーザーとして、複数ノードのクラスターに使用されるハッシュアルゴリズムを制御します。整合性のあ
るハッシュを使用するようにクライアントを設定することをお勧めします。さいわい、整合性のあるハッ
シュを実装する Memcached クライアントライブラリは数多くあり、ほとんどの一般的な言語で提供され
ています。使用中のライブラリのドキュメントを参照し、整合性のあるハッシュをサポートするかどうか
と、その実装方法について確認してください。

Java、PHP、または .NET を使用している場合は、いずれかの Amazon ElastiCache クライアントライブ
ラリを使用することをお勧めします。

Java を使用した整合性のあるハッシュ
ElastiCache Memcached Java クライアントは、整合性のあるハッシュ機能が組み込まれたオープンソー
スの spymemcached Java クライアントに基づいています。このライブラリには、整合性のあるハッシュ
を実装する KetamaConnectionFactory クラスが含まれています。デフォルトでは、整合性のあるハッシュ
は spymemcached では無効になっています。

詳細については、KetamaConnectionFactory で KetamaConnectionFactory ドキュメントを参照してくださ
い。

PHP を使用した整合性のあるハッシュ
ElastiCache Memcached PHP クライアントは、組み込みの Memcached PHP ライブラリのラッパーで
す。デフォルトでは、整合性のあるハッシュは Memcached PHP ライブラリによって無効になっていま
す。

整合性のあるハッシュを有効にするには、以下のコードを使用します。

$m = new Memcached();
$m->setOption(Memcached::OPT_DISTRIBUTION, Memcached::DISTRIBUTION_CONSISTENT);
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また、先ほどのコードに加えて、php.ini ファイルで memcached.sess_consistent_hash を有効にす
ることをお勧めします。

詳細については、Memcached PHP の実行時設定に関するドキュメント (http://php.net/manual/en/ 
memcached.configuration.php) を参照してください。特に、memcached.sess_consistent_hash パラ
メータについて参照してください。

.NET を使用した整合性のあるハッシュ
ElastiCache Memcached .NET クライアントは、Enyim Memcached のラッパーです。デフォルトで
は、Enyim Memcached クライアントによって、整合性のあるハッシュが有効になります。

詳細については、memcached/locator のドキュメント (https://github.com/enyim/EnyimMemcached/ 
wiki/MemcachedClient-Configuration#user-content-memcachedlocator) を参照してください。

Lettuce クライアント設定
このセクションでは、推奨される Java と Lettuce の設定オプションと、それらを ElastiCache クラスター
に適用する方法について説明します。

このセクションの推奨事項は、Lettuce バージョン 6.2.2 でテスト済みです。

トピック
• 例:クラスターモードで TLS が有効な場合の Lettuce の設定 (p. 163)
• 例:クラスターモードが無効で TLS が有効な場合の Lettuce の設定 (p. 164)

Java DNS キャッシュ TTL

Java 仮想マシン (JVM) は DNS 名参照をキャッシュします。JVM がホスト名を IP アドレスに変換すると
き、time-to-live (TTL) と呼ばれる指定期間 IP アドレスをキャッシュします。

TTL 値の選択は、レイテンシーおよび変化に対する応答性と間のトレードオフです。TTL を短くする
と、DNS リゾルバーはクラスターの DNS の更新をより早く認識します。これにより、クラスターで実行
される置換やその他のワークフローに対してアプリケーションがより迅速に応答できるようになります。
ただし、TTL が低すぎると、クエリの量が増え、それによってアプリケーションのレイテンシーが増加す
る可能性があります。絶対的に正しい TTL 値は存在しませんが、TTL 値を設定するときは、変更が有効に
なるまで待つことができる時間の長さについて検討する必要があります。

ElastiCache ノードは、変更される可能性がある DNS 名を使用するため、5 秒 ～ 10秒 の低い TTL 値で 
JVM を設定することをお勧めします。これにより、ノードの IP アドレスが変更されたときに、アプリ
ケーションは DNS エントリに対して再度クエリを実行することで、リソースの新しい IP アドレスを取得
し、使用できるようになります。

一部の Java 設定では JVM のデフォルトの TTL が設定されるため、JVM が再起動されるまで、DNS エン
トリが更新されることはありません。

JVM TTL を設定する方法の詳細については、「JVM TTL を設定する方法」を参照してください。

Lettuce のバージョン

Lettuce のバージョン 6.2.2 以降の使用をお勧めします。

エンドポイント

クラスターモードが有効なクラスターを使用している場合は、redisUri をクラスター設定エンドポイン
トに設定します。この URI の DNS ルックアップは、クラスターで使用可能なすべてのノードのリストを
返し、クラスターの初期化中にそれらのノードの 1 つにランダムに解決されます。トポロジ更新の仕組み
の詳細については、このトピックで後述する「DynamicRefreshResources」を参照してください。

SocketOption
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KeepAlive を有効にします。このオプションを有効にすると、コマンドのランタイムに失敗した接続を処
理する必要が減ります。

接続タイムアウトは、アプリケーションの要件とワークロードに基づいて設定してください。詳細につい
ては、このトピックで後述する「タイムアウト」のセクションを参照してください。

ClusterClientOption:クラスターモードが有効なクライアントオプション

接続が失われたときは AutoReconnect を有効にします。

CommandTimeout を設定します。詳細については、このトピックで後述する「タイムアウト」のセクショ
ンを参照してください。

NodeFilter を設定すると、障害が発生したノードをトポロジから除外できます。Lettuce は、「クラスター
ノード」出力にあるすべてのノード (PFAIL/FAIL ステータスのノードを含む) をクライアントの「パー
ティション」 (シャードとも呼ばれます) に保存します。クラスタートポロジを作成するプロセスで、すべ
てのパーティションノードに接続を試みます。障害が発生したノードを追加する Lettuce の動作は、何ら
かの理由でノードが交換されるときに接続エラー (または警告) を引き起こす可能性があります。

例えば、フェイルオーバーが完了してクラスターが回復プロセスを開始した後、clusterTopology が更新さ
れている間、ダウンしているノードがトポロジから完全に削除されるまで、クラスターバスノードマップ
にそれが FAIL ノードとして短期間リストされます。この間、Lettuce Redis クライアントはそのノードを
正常なノードと見なし、継続的に接続します。そのため、再試行を使い果たすとエラーが発生します。

例:

final ClusterClientOptions clusterClientOptions =  
    ClusterClientOptions.builder() 
    ... // other options 
    .nodeFilter(it ->  
        ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)  
        || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)  
        || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR))) 
    .validateClusterNodeMembership(false) 
    .build();
redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);

Note

ノードフィルタリングは、DynamicRefreshSources を true に設定して使用するのが最適です。
そうしないと、1 つの問題のあるシードノードからトポロジビューを取得すると、一部のシャー
ドのプライマリノードに障害が発生していると見なされ、このプライマリノードは除外され、ス
ロットがカバーされなくなります。(DynamicRefreshSources が true の場合に) 複数のシードノー
ドが存在すると、この問題が発生する可能性が低くなります。これは、新しく昇格したプライマ
リとのフェイルオーバー後に、少なくとも一部のシードノードでトポロジビューを更新する必要
があるためです。

ClusterTopologyRefreshOptions: クラスターモード対応クライアントのクラスタートポロジ更新を制御す
るオプション

enablePeriodicRefresh を有効にします。これにより、クラスタートポロジを定期的に更新できるため、ク
ライアントは refreshPeriod の間隔 (デフォルト:60 秒) でクラスタートポロジを更新できます。無効にする
と、クライアントはクラスターに対してコマンドの実行を試みたときにエラーが発生した場合にのみ、ク
ラスタートポロジを更新します。

このオプションを有効にすると、このジョブをバックグラウンドタスクに追加することで、クラスタート
ポロジの更新に伴うレイテンシを減らすことができます。トポロジの更新はバックグラウンドジョブで
実行されますが、多数のノードがあるクラスターでは多少遅くなる可能性があります。これは、すべての
ノードが最新のクラスタービューを取得するためにそれらのビューに対してクエリが実行されているため
です。大規模なクラスターを実行する場合は、この時間を長くすることをお勧めします。
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enableAllAdaptiveRefreshTriggers を有効にします。これによ
り、MOVED_REDIRECT、ASK_REDIRECT、PERSISTENT_RECONNECTS、UNCOVERED_SLOT、UNKNOWN_NODE 
のすべてのトリガーを使用する適応型トポロジ更新が可能になります。適応型更新トリガーは、Redis ク
ラスター操作中に発生したイベントに基づいてトポロジビューの更新を開始します。このオプションを有
効にすると、前述のトリガーのいずれかが発生すると、トポロジがすぐに更新されます。適応型更新トリ
ガーは、イベントが大規模で発生する可能性があるため (更新間のデフォルトタイムアウトは 30)、タイム
アウトを使用してレート制限されます。

closeStaleConnections を有効にします。これにより、クラスタートポロジを更新するときに、古い接続を
閉じることができます。ClusterTopologyRefreshOptions.isPeriodicRefreshEnabled() が true の場合にのみ
有効になります。有効にすると、クライアントは古い接続を閉じて新しい接続をバックグラウンドで作成
できます。これにより、コマンドのランタイムに失敗した接続を処理する必要が減ります。

dynamicRefreshResources を有効にします。小規模なクラスターでは DynamicRefreshResources を有効
にし、大規模なクラスターでは無効にすることをお勧めします。DynamicRefreshResources を使用する
と、提供されたシードノード (クラスター設定エンドポイントなど) からクラスターノードを検出できま
す。検出されたすべてのノードを、クラスタートポロジを更新するためのソースとして使用します。

動的更新を使用すると、検出されたすべてのノードにクラスタートポロジを照会し、最も正確なクラス
タービューを選択しようと試みます。false に設定すると、最初のシードノードのみがトポロジ検出のソー
スとして使用され、クライアント数は最初のシードノードについてのみ取得されます。無効になっている
場合、クラスター設定エンドポイントが障害が発生したノードに解決されると、クラスタービューを更
新しようとしても失敗し、例外が発生します。このシナリオは、障害が発生したノードのエントリがクラ
スター設定エンドポイントから削除されるまでに時間がかかるときに発生する可能性があります。そのた
め、設定エンドポイントは、障害が発生したノードに短期間ランダムに解決できます。

ただし、有効にすると、クラスタービューから受信したすべてのクラスターノードを使用して、現在の
ビューについてクエリを実行します。障害が発生したノードをそのビューから除外するので、トポロジ更
新は成功します。ただし、dynamicRefreshSources が true の場合、Lettuce はすべてのノードにクエリを
実行してクラスタービューを取得し、結果を比較します。そのため、多数のノードを持つクラスターでは
コストがかかる可能性があります。多数のノードがあるクラスターでは、この機能をオフにすることをお
勧めします。

final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =  
    ClusterTopologyRefreshOptions.builder() 
    .enableAllAdaptiveRefreshTriggers() 
    .enablePeriodicRefresh() 
    .dynamicRefreshSources(true) 
    .build();

ClientResources

DnsResolver を DirContextDnsResolver で設定します。DNS リゾルバーは Java の 
com.sun.jndi.dns.DnsContextFactory をベースにしています。

reconnectDelay をエクスポネンシャルバックオフとフルジッターで設定します。Lettuce には、エクスポ
ネンシャルバックオフ戦略に基づく再試行メカニズムが組み込まれています。詳細については、AWS アー
キテクチャブログの「エクスポネンシャルバックオフとジッター」を参照してください。再試行バックオ
フ戦略の重要性に関する詳細については、AWS データベースブログのベストプラクティスブログ投稿の
バックオフロジックのセクションを参照してください。

ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder() 
   .dnsResolver(new DirContextDnsResolver()) 
    .reconnectDelay( 
        Delay.fullJitter( 
            Duration.ofMillis(100),     // minimum 100 millisecond delay 
            Duration.ofSeconds(10),      // maximum 10 second delay 
            100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base 
    .build(); 
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Timeouts

コマンドのタイムアウトよりも低い接続タイムアウト値を使用してください。Lettuce はレイジー接続確立
を使用します。そのため、接続タイムアウトがコマンドタイムアウトよりも大きい場合、Lettuce が異常な
ノードへの接続を試みてコマンドのタイムアウトが常に超過すると、トポロジ更新後に障害が一定期間持
続する可能性があります。

異なるコマンドに対しては動的コマンドタイムアウトを使用してください。コマン
ドの想定期間に基づいてコマンドタイムアウトを設定することをお勧めします。例え
ば、FLUSHDB、FLUSHALL、KEYS、SMEMBERS、Lua スクリプトなど、複数のキーを反復処理するコ
マンドにはタイムアウトを長く設定します。SET、GET、HSET など、1 つのキーコマンドではタイムア
ウトを短く設定します。

Note

次の例で設定されているタイムアウトは、最大 20 バイトの長さのキーと値で SET/GET コマンド
を実行したテスト用です。コマンドが複雑な場合や、キーと値が大きい場合は、処理時間が長く
なる可能性があります。タイムアウトは、アプリケーションのユースケースに基づいて設定する
必要があります。

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100); 
     
SocketOptions socketOptions = SocketOptions.builder() 
    .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT) 
    .build(); 
  

class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource { 
     private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES = 
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder() 
          .add(CommandType.FLUSHDB) 
          .add(CommandType.FLUSHALL) 
          .add(CommandType.CLUSTER) 
          .add(CommandType.INFO) 
          .add(CommandType.KEYS) 
          .build(); 

    private final Duration defaultCommandTimeout; 
    private final Duration metaCommandTimeout; 

    DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout) 
    { 
        defaultCommandTimeout = defaultTimeout; 
        metaCommandTimeout = metaTimeout; 
    } 

    @Override 
    public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) { 
        if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) { 
            return metaCommandTimeout.toMillis(); 
        } 
        return defaultCommandTimeout.toMillis(); 
    }
}

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder()
.timeoutSource( 
    new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT))
.build();
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例:クラスターモードで TLS が有効な場合の Lettuce の設定
Note

次の例のタイムアウトは、最大 20 バイトの長さのキーと値で SET/GET コマンドを実行したテ
スト用です。コマンドが複雑な場合や、キーと値が大きい場合は、処理時間が長くなる可能性が
あります。タイムアウトは、アプリケーションのユースケースに基づいて設定する必要がありま
す。

// Set DNS cache TTL
public void setJVMProperties() { 
    java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the cluster configuration endpoint
clusterConfigurationEndpoint = <cluster-configuration-endpoint> // TODO: add your cluster 
 configuration endpoint
final RedisURI redisUriCluster = 
    RedisURI.Builder.redis(clusterConfigurationEndpoint) 
        .withPort(6379) 
        .withSsl(true) 
        .build();

// Configure the client's resources                 
ClientResources clientResources = DefaultClientResources.builder() 
    .reconnectDelay( 
        Delay.fullJitter( 
            Duration.ofMillis(100),     // minimum 100 millisecond delay 
            Duration.ofSeconds(10),      // maximum 10 second delay 
            100, TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base 
    .dnsResolver(new DirContextDnsResolver()) 
    .build();  

// Create a cluster client instance with the URI and resources
RedisClusterClient redisClusterClient =  
    RedisClusterClient.create(clientResources, redisUriCluster);

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// cluster management and slow operations.
class DynamicClusterTimeout extends TimeoutSource { 
     private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES = 
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder() 
          .add(CommandType.FLUSHDB) 
          .add(CommandType.FLUSHALL) 
          .add(CommandType.CLUSTER) 
          .add(CommandType.INFO) 
          .add(CommandType.KEYS) 
          .build(); 

    private final Duration metaCommandTimeout; 
    private final Duration defaultCommandTimeout; 

    DynamicClusterTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout) 
    { 
        defaultCommandTimeout = defaultTimeout; 
        metaCommandTimeout = metaTimeout; 
    } 

    @Override 
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    public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) { 
        if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) { 
            return metaCommandTimeout.toMillis(); 
        } 
        return defaultCommandTimeout.toMillis(); 
    }
}

TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder() 
    .timeoutSource(new DynamicClusterTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, 
 META_COMMAND_TIMEOUT)) 
     .build();

// Configure the topology refreshment optionts
final ClusterTopologyRefreshOptions topologyOptions =  
    ClusterTopologyRefreshOptions.builder() 
    .enableAllAdaptiveRefreshTriggers() 
    .enablePeriodicRefresh() 
    .dynamicRefreshSources(true) 
    .build();

// Configure the socket options
final SocketOptions socketOptions =  
    SocketOptions.builder() 
    .connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT)  
    .keepAlive(true) 
    .build();

// Configure the client's options
final ClusterClientOptions clusterClientOptions =  
    ClusterClientOptions.builder() 
    .topologyRefreshOptions(topologyOptions) 
    .socketOptions(socketOptions) 
    .autoReconnect(true) 
    .timeoutOptions(timeoutOptions)  
    .nodeFilter(it ->  
        ! (it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.FAIL)  
        || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.EVENTUAL_FAIL)  
        || it.is(RedisClusterNode.NodeFlag.NOADDR)))  
    .validateClusterNodeMembership(false) 
    .build(); 
     
redisClusterClient.setOptions(clusterClientOptions);

// Get a connection
final StatefulRedisClusterConnection<String, String> connection =  
    redisClusterClient.connect();

// Get cluster sync/async commands    
RedisAdvancedClusterCommands<String, String> sync = connection.sync();
RedisAdvancedClusterAsyncCommands<String, String> async = connection.async();

例:クラスターモードが無効で TLS が有効な場合の Lettuce の設
定

Note

次の例のタイムアウトは、最大 20 バイトの長さのキーと値で SET/GET コマンドを実行したテ
スト用です。コマンドが複雑な場合や、キーと値が大きい場合は、処理時間が長くなる可能性が
あります。タイムアウトは、アプリケーションのユースケースに基づいて設定する必要がありま
す。

// Set DNS cache TTL
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public void setJVMProperties() { 
    java.security.Security.setProperty("networkaddress.cache.ttl", "10");
}

private static final Duration META_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(1000);
private static final Duration DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT = Duration.ofMillis(250);
// Socket connect timeout should be lower than command timeout for Lettuce
private static final Duration CONNECT_TIMEOUT = Duration.ofMillis(100);

// Create RedisURI from the primary/reader endpoint
clusterEndpoint = <primary/reader-endpoint> // TODO: add your node endpoint
RedisURI redisUriStandalone = 
    
 RedisURI.Builder.redis(clusterEndpoint).withPort(6379).withSsl(true).withDatabase(0).build();

ClientResources clientResources = 
    DefaultClientResources.builder() 
        .dnsResolver(new DirContextDnsResolver()) 
        .reconnectDelay( 
            Delay.fullJitter( 
                Duration.ofMillis(100), // minimum 100 millisecond delay 
                Duration.ofSeconds(10), // maximum 10 second delay 
                100, 
                TimeUnit.MILLISECONDS)) // 100 millisecond base 
        .build();

// Use a dynamic timeout for commands, to avoid timeouts during
// slow operations.
class DynamicTimeout extends TimeoutSource { 
     private static final Set<ProtocolKeyword> META_COMMAND_TYPES = 
 ImmutableSet.<ProtocolKeyword>builder() 
          .add(CommandType.FLUSHDB) 
          .add(CommandType.FLUSHALL) 
          .add(CommandType.INFO) 
          .add(CommandType.KEYS) 
          .build(); 

    private final Duration metaCommandTimeout; 
    private final Duration defaultCommandTimeout; 

    DynamicTimeout(Duration defaultTimeout, Duration metaTimeout) 
    { 
        defaultCommandTimeout = defaultTimeout; 
        metaCommandTimeout = metaTimeout; 
    } 

    @Override 
    public long getTimeout(RedisCommand<?, ?, ?> command) { 
        if (META_COMMAND_TYPES.contains(command.getType())) { 
            return metaCommandTimeout.toMillis(); 
        } 
        return defaultCommandTimeout.toMillis(); 
    }
}

TimeoutOptions timeoutOptions = TimeoutOptions.builder() 
    .timeoutSource(new DynamicTimeout(DEFAULT_COMMAND_TIMEOUT, META_COMMAND_TIMEOUT)) 
     .build();                       
                                     
final SocketOptions socketOptions = 
    SocketOptions.builder().connectTimeout(CONNECT_TIMEOUT).keepAlive(true).build();

ClientOptions clientOptions = 
    
 ClientOptions.builder().timeoutOptions(timeoutOptions).socketOptions(socketOptions).build();
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RedisClient redisClient = RedisClient.create(clientResources, redisUriStandalone);
redisClient.setOptions(clientOptions);

IPv6 クライアントの例
以下は、一般的に使用されているオープンソースのクライアントライブラリで IPv6 対応の ElastiCache リ
ソースを操作するためのベストプラクティスです。ElastiCache リソース用のクライアント設定に関する
推奨事項については、「existing best practices for interacting with ElastiCache」(ElastiCache の操作に関
する既存のベストプラクティス) を参照できます。ただし、IPv6 対応リソースを操作する際には、注意す
べき点がいくつかあります。

検証済みクライアント
ElastiCache はオープンソースの Memcached と互換性があります。つまり、IPv6 接続をサポートする
オープンソースの Memcached のクライアントは、IPv6 対応の ElastiCache for Memcached クラスターに
接続できます。さらに、以下のクライアントは、サポートされているすべてのネットワークタイプ設定で
動作することが具体的に検証されています。

検証済みクライアント:

• AWS Elasticache Cluster Client Memcached for Php – バージョン *3.6.2
• AWS Elasticache Cluster Client Memcached for Java – Github の最新マスター

デュアルスタッククラスターの優先プロトコルの設定
Memcached クラスターでは、IP 検出パラメータを使用して、クライアントがクラスター内のノードに接
続するために使用するプロトコルを制御できます。IP 検出パラメータは、IPv4 または IPv6 に設定できま
す。

IP 検出パラメータは、config get クラスター出力で使用される IP プロトコルを制御します。これによ
り、ElastiCache for Memcached クラスターの自動検出をサポートするクライアントで使用される IP プロ
トコルが決まります。

IP 検出を変更しても、接続しているクライアントのダウンタイムは発生しません。ただし、変更が反映さ
れるまで時間がかかる場合があります。

Java の場合は getAvailableNodeEndPoints の出力をモニタリングし、PHP の場合は
getServerList の出力をモニタリングします。これらの関数の出力で、更新されたプロトコルを使用す
るクラスター内のすべてのノードの IP が報告されると、変更の反映が完了します。

Java の例:

MemcachedClient client = new MemcachedClient(new InetSocketAddress("xxxx", 11211));

Class targetProtocolType = Inet6Address.class; // Or Inet4Address.class if you're switching 
 to IPv4

Set<String> nodes; 
     
do { 
    nodes = 
 client.getAvailableNodeEndPoints().stream().map(NodeEndPoint::getIpAddress).collect(Collectors.toSet()); 

    Thread.sleep(1000);
} while (!nodes.stream().allMatch(node -> { 
            try { 
                return finalTargetProtocolType.isInstance(InetAddress.getByName(node)); 
            } catch (UnknownHostException ignored) {} 
            return false; 
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        }));

PHP の例:

$client = new Memcached;
$client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);
$client->addServer("xxxx", 11211);

$nodes = [];
$target_ips_count = 0;
do { 
    # The PHP memcached client only updates the server list if the polling interval has 
 expired and a 
    # command is sent 
    $client->get('test'); 
  
    $nodes = $client->getServerList(); 

    sleep(1); 
    $target_ips_count = 0; 

    // For IPv4 use FILTER_FLAG_IPV4 
    $target_ips_count = count(array_filter($nodes, function($node) { return 
 filter_var($node["ipaddress"], FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6); })); 
  
} while (count($nodes) !== $target_ips_count);

IP 検出が更新される前に作成された既存のクライアント接続は、引き続き古いプロトコルを使用して接続
されます。クラスター検出コマンドの出力で変更が検出されると、検証されたすべてのクライアントは新
しい IP プロトコルを使用してクラスターに自動的に再接続します。ただし、これはクライアントの実装に
よって異なります。

TLS が有効なデュアルスタック ElastiCache クラスター
ElastiCache クラスターで TLS が有効になっている場合、クラスター検出関数 config get cluster は 
IP ではなくホスト名を返します。次に、IP の代わりにホスト名を使用して ElastiCache クラスターに接
続し、TLS ハンドシェイクを実行します。つまり、クライアントは IP 検出パラメータの影響を受けませ
ん。TLS が有効なクラスターでは、IP 検出パラメータは優先 IP プロトコルに影響しません。代わりに、
使用する IP プロトコルは、DNS ホスト名を解決する際にクライアントがどの IP プロトコルを使用するか
によって決まります。

Java クライアント

IPv4 と IPv6 の両方をサポートする Java 環境から接続する場合、後方互換性のために Java はデフォルト
で IPv6 よりも IPv4 を優先します。ただし、IP プロトコルプリファレンスは JVM 引数を使用して設定で
きます。IPv4 を優先するには、JVM は -Djava.net.preferIPv4Stack=true を受け入れ、IPv6 セッ
ト -Djava.net.preferIPv6Stack=true を優先します。-Djava.net.preferIPv4Stack=true を
設定すると、JVM は IPv6 接続を行わなくなります。

ホストレベルの設定

一般に、クライアントまたはクライアントランタイムに IP プロトコルプリファレンスを設定するための構
成オプションが提供されていない場合、DNS 解決を実行するとき、IP プロトコルはホストの設定に依存し
ます。デフォルトでは、ほとんどのホストは IPv4 よりも IPv6 を優先しますが、この優先度はホストレベ
ルで設定できます。これは、ElastiCache クラスターへのリクエストだけでなく、そのホストからのすべ
ての DNS リクエストに影響します。

Linux ホスト

Linux では、gai.conf ファイルを変更して IP プロトコルプリファレンスを設定できます。gai.conf
ファイルは /etc/gai.conf の下にあります。gai.conf の指定がない場合は、/usr/share/doc/
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glibc-common-x.xx/gai.conf に /etc/gai.conf にコピーできるサンプルを用意し、デフォルトの
設定をコメント解除する必要があります。ElastiCache クラスターに接続するときに IPv4 を優先するよう
に設定を更新するには、クラスター IP を含む CIDR 範囲の優先順位をデフォルトの IPv6 接続の優先順位
よりも高く更新します。デフォルトでは、IPv6 接続の優先順位は 40 です。例えば、クラスターが CIDR 
172.31.0.0:0/16 のサブネットにあると仮定すると、以下の設定では、クライアントはそのクラスターへの 
IPv4 接続を優先することになります。

label ::1/128       0
label ::/0          1
label 2002::/16     2
label ::/96         3
label ::ffff:0:0/96 4
label fec0::/10     5
label fc00::/7      6
label 2001:0::/32   7
label ::ffff:172.31.0.0/112 8
#
#    This default differs from the tables given in RFC 3484 by handling
#    (now obsolete) site-local IPv6 addresses and Unique Local Addresses.
#    The reason for this difference is that these addresses are never
#    NATed while IPv4 site-local addresses most probably are.  Given
#    the precedence of IPv6 over IPv4 (see below) on machines having only
#    site-local IPv4 and IPv6 addresses a lookup for a global address would
#    see the IPv6 be preferred.  The result is a long delay because the
#    site-local IPv6 addresses cannot be used while the IPv4 address is
#    (at least for the foreseeable future) NATed.  We also treat Teredo
#    tunnels special.
#
# precedence  <mask>   <value>
#    Add another rule to the RFC 3484 precedence table.  See section 2.1
#    and 10.3 in RFC 3484.  The default is:
#
precedence  ::1/128       50
precedence  ::/0          40
precedence  2002::/16     30
precedence ::/96          20
precedence ::ffff:0:0/96  10
precedence ::ffff:172.31.0.0/112 100

gai.conf の詳細については、Linux のメインページを参照してください。

Windows ホスト

Windows ホストのプロセスも同様です。Windows ホストの場合は netsh interface ipv6 set 
prefix CIDR_CONTAINING_CLUSTER_IPS PRECEDENCE LABEL を実行できます。これは Linux ホス
トで gai.conf ファイルを変更するのと同じ効果があります。

これにより、指定された CIDR 範囲の IPv6 接続よりも IPv4 接続を優先するように優先設定ポリシーが更
新されます。例えば、クラスターが 172.31.0.0:0/16 CIDR のサブネット内にあると仮定した場合、netsh 
interface ipv6 set prefix ::ffff:172.31.0.0:0/112 100 15 を実行すると、次の優先順位
表になり、クライアントがクラスターに接続する際に IPv4 を優先することになります。

C:\Users\Administrator>netsh interface ipv6 show prefixpolicies
Querying active state...

Precedence Label Prefix
---------- ----- --------------------------------
100 15 ::ffff:172.31.0.0:0/112
20 4 ::ffff:0:0/96
50 0 ::1/128
40 1 ::/0
30 2 2002::/16
5 5 2001::/32
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3 13 fc00::/7
1 11 fec0::/10
1 12 3ffe::/16
1 3 ::/96

メンテナンスの管理
すべてのクラスターには、週ごとのメンテナンス時間があります。その時間内にシステムの変更が
適用されます。クラスターの作成または変更時に、希望するメンテナンスウィンドウを指定しない場
合、ElastiCache では、ランダムに選択された曜日に対してリージョン内で 60 分のメンテナンスウィンド
ウを割り当てます。

60 分のメンテナンス時間は、リージョンごとに決められた 8 時間の中でランダムに選択されます。次の表
に、デフォルトでメンテナンス時間が割り当てられる各リージョンの時間ブロックを示します。リージョ
ンのメンテナンス時間外で、希望するメンテナンス時間を選択できます。

リージョンコード リージョン名 リージョンメンテナンスウィンドウ

ap-northeast-1 アジアパシフィック (東京) リージョ
ン

13:00～21:00 UTC

ap-northeast-2 アジアパシフィック (ソウル) リー
ジョン

12:00～20:00 UTC

ap-northeast-3 アジアパシフィック（大阪）リー
ジョン

12:00～20:00 UTC

ap-southeast-3 アジアパシフィック (ジャカルタ) 
リージョン

14:00～22:00 UTC

ap-south-1 アジアパシフィック (ムンバイ) リー
ジョン

17:30～1:30 UTC

ap-southeast-1 アジアパシフィック (シンガポール) 
リージョン

14:00～22:00 UTC

cn-north-1 中国 (北京) リージョン 14:00～22:00 UTC

cn-northwest-1 中国 (寧夏) リージョン 14:00～22:00 UTC

ap-east-1 アジアパシフィック (香港) リージョ
ン

13:00～21:00 UTC

ap-southeast-2 アジアパシフィック (シドニー) リー
ジョン

12:00～20:00 UTC

eu-west-3 EU (パリ) リージョン 23:59～07:29 UTC

af-south-1 アフリカ（ケープタウン）リージョ
ン

13:00～21:00 UTC

eu-central-1 欧州 (フランクフルト) リージョン 23:00～07:00 UTC

eu-west-1 欧州 (アイルランド) リージョン 22:00～06:00 UTC

eu-west-2 欧州 (ロンドン) リージョン 23:00～07:00 UTC

me-south-1 中東 (バーレーン) リージョン 13:00～21:00 UTC
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リージョンコード リージョン名 リージョンメンテナンスウィンドウ

me-central-1 中東 (アラブ首長国連邦) リージョン 13:00～21:00 UTC

eu-south-1 欧州（ミラノ）リージョン 21:00～05:00 UTC

sa-east-1 南米 (サンパウロ) リージョン 01:00～09:00 UTC

us-east-1 米国東部 (バージニア北部) リージョ
ン

03:00～11:00 UTC

us-east-2 米国東部 (オハイオ) リージョン 04:00～12:00 UTC

us-gov-west-1 AWS GovCloud (US) リージョン 06:00～14:00 UTC

us-west-1 US West (N. California) リージョン 06:00～14:00 UTC

us-west-2 米国西部 (オレゴン) リージョン 06:00～14:00 UTC

クラスターのメンテナンスウィンドウの変更

メンテナンスウィンドウは使用率の最も低い時間帯に設定する必要があります。このため、場合によって
は変更が必要になります。クラスターを変更して、リクエストしたメンテナンス作業が発生するまでの
時間範囲 (最大 24 時間) を指定することができます。お客様がリクエストした延期または保留中のクラス
ターの変更は、この時間に行われます。

Note

AWS Management Console を使用してノードタイプの変更やエンジンのアップグレードを直ちに
適用する場合は、[Apply Immediately] (すぐに適用) ボックスを選択します。それ以外の場合は、
次にスケジュールされているメンテナンス期間中にこれらの変更が適用されます。API を使用す
るには、「modify-replication-group」または「modify-cache-cluster」を参照してください。

詳細情報

メンテナンスウィンドウとノード交換の詳細については、以下を参照してください。

• ElastiCache メンテナンス—メンテナンスとノード交換のよくある質問
• ノードの置換 (p. 54)—ノード交換の管理
• ElastiCache クラスターの変更 (p. 78)—クラスターのメンテナンスウィンドウの変更

ElastiCache for Memcached クラスターのスケーリ
ング

アプリケーションが処理しなければならないデータの量は、一定ではありません。業務の拡大または
または通常の変動が発生すると、需要は増加します。キャッシュを自己管理する場合は、需要のピーク
に対して充分なハードウェアを用意する必要がありますが、それにより費用が高くなります。Amazon 
ElastiCache を使用することで、現在の需要を満たすために拡張でき、支払いは使用した分のみとなりま
す。ElastiCache を使用すると、需要に合わせてキャッシュをスケーリングできます。

以下は、実行するスケーリングアクションに適したトピックの検索に役立ちます。

Memcached クラスターのスケーリング

[Action] (アクション) トピック

スケールアウト クラスターへのノードの追加 (p. 82)
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[Action] (アクション) トピック

スケールイン クラスターからのノードの削除 (p. 87)

ノードタイプの変更 Memcached の垂直スケーリング (p. 171)

Memcached クラスターは 1～40 のノードで構成されます。Memcached クラスターのスケールアウト/イ
ンはクラスターでのノードの追加/削除と同じくらい簡単です。

Memcached クラスターで 40 を超えるノード、または AWS リージョンで合計で 300 を超えるノードが
必要な場合は、ElastiCache 制限増加申請フォーム (https://aws.amazon.com/contact-us/elasticache-node-
limit-request/) に入力してください。

Memcached クラスターのすべてのノード間でデータを分割できるため、メモリのより大きいノードタイ
プにスケールアップすることはほとんど必要ありません。ただし、Memcached エンジンによってデータ
は永続的に保持されないため、別のノードタイプへのスケーリングを行う場合、新しいクラスターは、ア
プリケーションによって事前設定されない限り、最初は空の状態になります。

トピック
• Memcached の水平スケーリング (p. 171)
• Memcached の垂直スケーリング (p. 171)

Memcached の水平スケーリング
Memcached エンジンでは、複数のノード間でのデータの分割がサポートされています。このた
め、Memcached クラスターの水平スケーリングは簡単です。Memcached クラスターでは、1 個から 40 
個までのノードを設定できます。Memcached クラスターの水平スケーリングを行うには、ノードを追加
または削除するだけです。

Memcached クラスターで 40 を超えるノード、または AWS リージョンで合計で 300 を超えるノードが
必要な場合は、ElastiCache 制限増加申請フォーム (https://aws.amazon.com/contact-us/elasticache-node-
limit-request/) に入力してください。

以下のトピックでは、ノードを追加したり削除したりして Memcached クラスターをスケーリングする方
法について説明します。

• クラスターへのノードの追加 (p. 82)
• クラスターからのノードの削除 (p. 87)

Memcached クラスターのノードの数を変更するたびに、正しいノードにマップできるようにキースペー
スの一部を再マッピングする必要があります。Memcached クラスターの負荷分散の詳細については、
「効率的な負荷分散のための ElastiCache クライアントの設定 (p. 158)」を参照してください。

Memcached クラスターで自動検出を使用する場合は、ノードを追加したり削除するたびに、アプリケー
ションのエンドポイントを変更する必要はありません。自動検出の詳細については、「クラスター内の
ノードを自動的に識別する (p. 108)」を参照してください。自動検出を使用しない場合は、Memcached ク
ラスターのノード数を変更するたびに、アプリケーションのエンドポイントを更新する必要があります。

Memcached の垂直スケーリング
Memcached クラスターをスケールアップ/ダウンするときは、新しいクラスターを作成する必要がありま
す。Memcached クラスターは、アプリケーションによって事前設定されない限り、最初は空の状態にな
ります。
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Important

より小さいノードタイプにスケールダウンする場合は、そのノードタイプがデータとオーバー
ヘッドのニーズを満たしていることを確認してください。詳細については、「Memcached ノー
ドサイズの選択 (p. 72)」を参照してください。

トピック
• Memcached の垂直スケーリング (コンソール) (p. 172)
• Memcached の垂直スケーリング (AWS CLI) (p. 172)
• Memcached の垂直スケーリングを行う（ElastiCache API) (p. 172)

Memcached の垂直スケーリング (コンソール)
以下の手順では、ElastiCache コンソールを使用した クラスターの垂直スケーリングの手順について説明
しています。

Memcached クラスターの垂直スケーリングを行うには (コンソール)

1. 新しいノードインスタンスタイプで新しいクラスターを作成します。詳細については、「Memcached 
クラスター (CLI) の作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。

2. アプリケーションでは、新しいクラスターのエンドポイントにエンドポイントが更新されます。詳細
については、「クラスターのエンドポイントの検索 (コンソール) (p. 105)」を参照してください。

3. 古いクラスターを削除します。詳細については、「AWS Management Console の使用 (p. 92)」を参
照してください。

Memcached の垂直スケーリング (AWS CLI)
以下の手順では、AWS CLI を使用した Memcached キャッシュクラスターの垂直スケーリングの手順につ
いて説明しています。

Memcached キャッシュクラスターの垂直スケーリングを行うには (AWS CLI)

1. 新しいノードインスタンスタイプで新しいキャッシュクラスターを作成します。詳細については、
「クラスターの作成 (AWS CLI) (p. 74)」を参照してください。

2. アプリケーションでは、新しいクラスターのエンドポイントにエンドポイントが更新されます。詳細
については、「エンドポイントの検索 (AWS CLI) (p. 106)」を参照してください。

3. 古いキャッシュクラスターを削除します。詳細については、「AWS CLI の使用 (p. 92)」を参照してく
ださい。

Memcached の垂直スケーリングを行う（ElastiCache API)
以下の手順では、ElastiCache API を使用した Memcached キャッシュクラスターの垂直スケーリングの手
順について説明しています。

Memcached キャッシュクラスターの垂直スケーリングを行うには (ElastiCache API)

1. 新しいノードインスタンスタイプで新しいキャッシュクラスターを作成します。詳細については、
「クラスターの作成 (ElastiCache API) (p. 75)」を参照してください。

2. アプリケーションで、エンドポイントを新しいキャッシュクラスターのエンドポイントに更新しま
す。詳細については、「エンドポイントの検索 (ElastiCache API) (p. 108)」を参照してください。

3. 古いキャッシュクラスターを削除します。詳細については、「ElastiCache API の使用 (p. 93)」を参
照してください。
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パラメータグループを使用したエンジンパラメータ
の設定

Amazon ElastiCache はパラメータを使用して、ノードとクラスターの実行時のプロパティを制御します。
通常、新しいエンジンバージョンには新しい機能をサポートするための追加のパラメータが含まれます。
パラメータのテーブルについては、「Memcached 固有のパラメータ (p. 190)」を参照してください。

もちろん、maxmemory などのパラメータ値はエンジンやノードのタイプによって決まります。ノードタ
イプ別のパラメータ値のテーブルについては、「Memcached ノードタイプ固有のパラメータ (p. 201)」
を参照してください。

Note

Memcached 固有のパラメータの一覧については、「Memcached 固有のパラメータ」を参照して
ください。

トピック
• パラメータの管理 (p. 175)
• キャッシュパラメータグループの階層 (p. 176)
• パラメータグループを作成する (p. 176)
• パラメータグループを名前別に一覧表示する (p. 180)
• パラメータグループの値を一覧表示する (p. 184)
• パラメータグループを変更する (p. 185)
• パラメータグループを削除する (p. 188)
• Memcached 固有のパラメータ (p. 190)
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パラメータの管理
パラメータの管理を容易にするために、パラメータは名前付きのパラメータグループに分類されます。パ
ラメータグループは、起動時にエンジンソフトウェアに渡されるパラメータの特定の値の組み合わせを
表しています。これらの値により、各ノードのエンジンプロセスが実行時にどのように動作するかが決ま
ります。特定のパラメータグループのパラメータ値は、クラスターが属するグループに関係なく、そのグ
ループに関連付けられているすべてのノードに適用されます。

クラスターのパフォーマンスを最適化するには、パラメータ値を変更するか、またはクラスターのパラ
メータグループを変更できます。

• デフォルトのパラメータグループの変更や削除はできません。カスタムパラメータ値が必要な場合は、
独自のパラメータグループを作成する必要があります。

• パラメータグループファミリーとユーザーが割り当てているクラスターには、互換性が必要です。たと
えば、クラスターが Memcached バージョン 1.4.8 を実行している場合は、Memcached 1.4 ファミリー
のパラメータグループ、デフォルト値またはカスタム値のみを使用できます。

• クラスターのパラメータグループを変更する場合は、条件付きで変更可能なパラメータの値は、現在の
パラメータグループと新しいパラメータグループで一致している必要があります。

• クラスターのパラメータを変更すると、その変更は即座にクラスターに適用されます。これは、クラス
ターのパラメータグループ自体を変更するか、クラスターのパラメータグループ内のパラメータ値を
変更するかに関係なく当てはまります。特定のパラメータの変更が適用されるタイミングを確認するに
は、Memcached 固有のパラメータ (p. 190) のテーブルの「変更が有効になる」列を参照してくださ
い。クラスターのノードの再起動については、「クラスターの再起動 (p. 81)」を参照してください。
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キャッシュパラメータグループの階層
Amazon ElastiCache には、以下に示すキャッシュパラメータグループの 3 つの階層があります。

Amazon ElastiCache パラメータグループの階層

グローバルデフォルト

リージョン内のすべての Amazon ElastiCache のお客様向け最上位ルートパラメータグループ。

グローバルデフォルトのキャッシュパラメータグループ:

• ElastiCache 向けに確保されており、お客様が使用することはできません。

お客様デフォルト

グローバルデフォルトのキャッシュパラメータグループのコピーは、お客様が使用するために作成されて
います。

お客様デフォルトのキャッシュパラメータグループ:

• ElastiCache によって作成され、所有されています。
• このキャッシュパラメータグループでサポートされているエンジンのバージョンを実行しているすべて

のクラスターのキャッシュパラメータグループとして使用できます。
• お客様が編集することはできません。

お客様所有

お客様デフォルトのキャッシュパラメータグループのコピー。お客様所有のキャッシュパラメータグルー
プは、お客様がキャッシュパラメータグループを作成する度に作成されます。

お客様所有のキャッシュパラメータグループ:

• お客様が作成、所有します。
• お客様の互換性のあるいずれのクラスターにも割り当てることができます。
• カスタムキャッシュパラメータグループを作成するようにお客様が変更できます。

すべてのパラメータ値を変更できるわけではありません。詳細については、「Memcached 固有のパラ
メータ (p. 190)」を参照してください。

パラメータグループを作成する
デフォルト値から変更するパラメータの値が 1 つ以上ある場合、新しいパラメータグループを作成する必
要があります。ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、パラメータグ
ループを作成できます。
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パラメータグループを作成する (コンソール)
次の手順では、ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループを編集する方法を示します。

ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 使用可能なすべてのパラメータグループのリストを表示するには、左側のナビゲーションペインで 
[Parameter Groups] を選択します。

3. パラメータグループを作成するには、[Create Parameter Group] を選択します。

[Create Parameter Group] 画面が表示されます。
4. [Family] のリストから、パラメータグループのテンプレートとなるパラメータグループファミリーを

選択します。

memcached1.4 や などのパラメータグループファミリーは、パラメータグループの実際のパラメー
タおよびその初期値を定義します。パラメータグループファミリーは、クラスターのエンジンおよび
バージョンと一致している必要があります。

5. [Name] ボックスで、このパラメータグループの一意の名前を入力します。

クラスターを作成、またはクラスターのパラメータグループを変更するときは、パラメータグループ
を名前で選択します。したがって、わかりやすくパラメータグループのファミリーを特定するのに役
立つ名前をお勧めします。

パラメータグループの命名に関する制約は次のとおりです。

• 先頭を ASCII 文字にする必要があります。
• ASCII 文字、数字、ハイフンのみを含めることができます。
• 1～255 文字にする必要があります。
• 連続する 2 つのハイフンを含めることはできません。
• ハイフンで終わることはできません。

6. [Description] ボックスに、パラメータグループの説明を入力します。
7. パラメータグループを作成するには、[Create] を選択します。

パラメータグループを作成しないでプロセスを終了するには、[Cancel] を選択します。
8. パラメータグループが作成されると、ファミリーのデフォルト値が設定されます。デフォルト値を変

更するには、パラメータグループを変更する必要があります。詳細については、「パラメータグルー
プを変更する (p. 185)」を参照してください。

パラメータグループを作成する (AWS CLI)
AWS CLI を使用してパラメータグループを作成するには、以下のパラメータを指定して create-cache-
parameter-group コマンドを使用します。

• --cache-parameter-group-name — パラメータグループの名前。

パラメータグループの命名に関する制約は次のとおりです。
• 先頭を ASCII 文字にする必要があります。
• ASCII 文字、数字、ハイフンのみを含めることができます。
• 1～255 文字にする必要があります。
• 連続する 2 つのハイフンを含めることはできません。
• ハイフンで終わることはできません。
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• --cache-parameter-group-family — パラメータグループのエンジンとバージョンファミリー。
• --description — パラメータグループについてユーザーが入力する説明。

Example

次の例では、memcached1.4 ファミリーをテンプレートとして使用して、myMem14 という名前のパラ
メータグループを作成します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-parameter-group \ 
    --cache-parameter-group-name myMem14  \ 
    --cache-parameter-group-family memcached1.4 \ 
    --description "My first parameter group"  

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-parameter-group ^ 
    --cache-parameter-group-name myMem14  ^ 
    --cache-parameter-group-family memcached1.4 ^ 
    --description "My first parameter group"  

このコマンドの出力は次のようになります。

{ 
    "CacheParameterGroup": { 
        "CacheParameterGroupName": "myMem14",  
        "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",  
        "Description": "My first  parameter group" 
    }
}

パラメータグループが作成されると、ファミリーのデフォルト値が設定されます。デフォルト値を変更す
るには、パラメータグループを変更する必要があります。詳細については、「パラメータグループを変更
する (p. 185)」を参照してください。

詳細については、「create-cache-parameter-group」を参照してください。

パラメータグループを作成する (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用してパラメータグループを作成するには、以下のパラメータを指定して
CreateCacheParameterGroup アクションを使用します。

• ParameterGroupName — パラメータグループの名前。

パラメータグループの命名に関する制約は次のとおりです。
• 先頭を ASCII 文字にする必要があります。
• ASCII 文字、数字、ハイフンのみを含めることができます。
• 1～255 文字にする必要があります。
• 連続する 2 つのハイフンを含めることはできません。
• ハイフンで終わることはできません。

• CacheParameterGroupFamily — パラメータグループのエンジンとバージョンファミリー。例え
ば、memcached1.4 です。

• Description — パラメータグループについてユーザーが入力する説明。
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Example

次の例では、memcached1.4 ファミリーをテンプレートとして使用して、myMem14 という名前のパラ
メータグループを作成します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=CreateCacheParameterGroup 
   &CacheParameterGroupFamily=memcached1.4
   &CacheParameterGroupName=myMem14
   &Description=My%20first%20parameter%20group
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

このアクションからの応答は、次のようになります。

<CreateCacheParameterGroupResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/"> 
  <CreateCacheParameterGroupResult> 
    <CacheParameterGroup> 
      <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName> 
      <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily> 
      <Description>My first  parameter group</Description> 
    </CacheParameterGroup> 
  </CreateCacheParameterGroupResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>d8465952-af48-11e0-8d36-859edca6f4b8</RequestId> 
  </ResponseMetadata>
</CreateCacheParameterGroupResponse>

パラメータグループが作成されると、ファミリーのデフォルト値が設定されます。デフォルト値を変更す
るには、パラメータグループを変更する必要があります。詳細については、「パラメータグループを変更
する (p. 185)」を参照してください。

詳細については、「CreateCacheParameterGroup」を参照してください。
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パラメータグループを名前別に一覧表示する
ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、パラメータグループを一覧表示
できます。

パラメータグループを名前別に一覧表示する (コンソール)
次の手順は、ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループのリストを表示する方法を示しま
す。

ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループを一覧するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 使用可能なすべてのパラメータグループのリストを表示するには、左側のナビゲーションペインで 
[Parameter Groups] を選択します。

パラメータグループを名前別に一覧表示する (AWS CLI)
AWS CLI を使用してパラメータグループのリストを生成するには、describe-cache-parameter-
groups コマンドを使用します。パラメータグループの名前を指定した場合は、そのパラメータグループ
のみが一覧表示されます。パラメータグループの名前を指定しない場合は、最大で --max-records のパ
ラメータグループが一覧表示されます。いずれの場合も、パラメータグループの名前、ファミリー、およ
び説明が表示されます。

Example

次のサンプルコードは、パラメータグループ myMem14 のリストです。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache describe-cache-parameter-groups \ 
    --cache-parameter-group-name myMem14

Windows の場合:

aws elasticache describe-cache-parameter-groups ^ 
    --cache-parameter-group-name myMem14

このコマンドの出力は、名前の一覧、ファミリー、パラメータグループの説明となります。

{ 
    "CacheParameterGroups": [ 
     { 
         "CacheParameterGroupName": "myMem14",  
         "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",  
         "Description": "My first parameter group" 
     } 
    ]
}

Example

次のサンプルコードリストには、最大で 10 個のパラメータグループが一覧されています。

aws elasticache describe-cache-parameter-groups --max-records 10
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このコマンドの JSON 出力は、名前、ファミリー、説明を一覧表示し、redis5.6 の場合は、パラメータ
グループが Global Datastore の一部である (isGlobal) かどうかを各パラメータグループについて表示しま
す。

{ 
    "CacheParameterGroups": [ 
        { 
            "CacheParameterGroupName": "custom-redis32",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",  
            "Description": "custom parameter group with reserved-memory > 0" 
        },  
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.memcached1.4",  
            "CacheParameterGroupFamily": "memcached1.4",  
            "Description": "Default parameter group for memcached1.4" 
        },  
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.redis2.6",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.6",  
            "Description": "Default parameter group for redis2.6" 
        },  
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.redis2.8",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis2.8",  
            "Description": "Default parameter group for redis2.8" 
        },  
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",  
            "Description": "Default parameter group for redis3.2" 
        },  
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.redis3.2.cluster.on",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis3.2",  
            "Description": "Customized default parameter group for redis3.2 with cluster 
 mode on" 
        }, 
        { 
            "CacheParameterGroupName": "default.redis5.6.cluster.on",  
            "CacheParameterGroupFamily": "redis5.0",  
            "Description": "Customized default parameter group for redis5.6 with cluster 
 mode on", 
            "isGlobal": "yes" 
        }, 
    ]
}

詳細については、「describe-cache-parameter-groups」を参照してください。

パラメータグループを名前別に一覧表示する (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用してパラメータグループのリストを生成するに
は、DescribeCacheParameterGroups アクションを使用します。パラメータグループの名前を指定し
た場合は、そのパラメータグループのみが一覧表示されます。パラメータグループの名前を指定しない場
合は、最大で MaxRecords のパラメータグループが一覧表示されます。いずれの場合も、パラメータグ
ループの名前、ファミリー、および説明が表示されます。

Example

次のサンプルコードは、パラメータグループ myMem14 のリストです。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
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   ?Action=DescribeCacheParameterGroups 
   &CacheParameterGroupName=myMem14
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

このアクションからの応答は、各グループパラメータの名前の一覧、ファミリー、説明となります。

<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/"> 
  <DescribeCacheParameterGroupsResult> 
    <CacheParameterGroups> 
      <CacheParameterGroup> 
        <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName> 
        <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily> 
        <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description> 
      </CacheParameterGroup> 
    </CacheParameterGroups> 
  </DescribeCacheParameterGroupsResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId> 
  </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>

Example

次のサンプルコードリストには、最大で 10 個のパラメータグループが一覧されています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeCacheParameterGroups 
   &MaxRecords=10
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

このアクションからの応答は、名前、ファミリー、説明を一覧表示し、redis5.6 の場合は、パラメータグ
ループが Global Datastore に属している (isGlobal) かどうかを各パラメータグループについて説明しま
す。

<DescribeCacheParameterGroupsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/
doc/2013-06-15/"> 
  <DescribeCacheParameterGroupsResult> 
    <CacheParameterGroups> 
      <CacheParameterGroup> 
        <CacheParameterGroupName>myRedis28</CacheParameterGroupName> 
        <CacheParameterGroupFamily>redis2.8</CacheParameterGroupFamily> 
        <Description>My custom Redis 2.8 parameter group</Description> 
      </CacheParameterGroup> 
      <CacheParameterGroup> 
        <CacheParameterGroupName>myMem14</CacheParameterGroupName> 
        <CacheParameterGroupFamily>memcached1.4</CacheParameterGroupFamily> 
        <Description>My custom Memcached 1.4 parameter group</Description> 
      </CacheParameterGroup> 
       <CacheParameterGroup> 
        <CacheParameterGroupName>myRedis56</CacheParameterGroupName> 
        <CacheParameterGroupFamily>redis5.0</CacheParameterGroupFamily> 
        <Description>My custom redis 5.6 parameter group</Description> 
        <isGlobal>yes</isGlobal> 
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      </CacheParameterGroup> 
    </CacheParameterGroups> 
  </DescribeCacheParameterGroupsResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>3540cc3d-af48-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId> 
  </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParameterGroupsResponse>

詳細については、「DescribeCacheParameterGroups」を参照してください。
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パラメータグループの値を一覧表示する
ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、パラメータグループのパラメー
タとその値を一覧表示できます。

パラメータグループの値を一覧表示する (コンソール)
次の手順は、ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループのパラメータと値を一覧表示する方
法を示しています。

ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループのパラメータとその値を表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 使用可能なすべてのパラメータグループのリストを表示するには、左側のナビゲーションペインで 
[Parameter Groups] を選択します。

3. パラメータグループ名の左側にあるボックスを選択して、パラメータと値を一覧表示するパラメータ
グループを選択します。

パラメータと値は画面の下部に表示されます。パラメータの数によっては、スクロールして関心のあ
るパラメータを検索するに必要がある場合もあります。

パラメータグループの値を一覧表示する (AWS CLI)
AWS CLI を使用してパラメータグループのパラメータとその値の一覧を表示するには、describe-
cache-parameters コマンドを使用します。

Example

次のサンプルコードは、パラメータグループ myMem14 のすべてのパラメータと値リストを一覧します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache describe-cache-parameters \ 
    --cache-parameter-group-name myMem14  

Windows の場合:

aws elasticache describe-cache-parameters ^ 
    --cache-parameter-group-name myMem14  

詳細については、「describe-cache-parameters」を参照してください。

パラメータグループの値を一覧表示する (ElastiCache API)
ElastiCacheAPI を使用してパラメータグループのパラメータとその値を一覧表示するに
は、DescribeCacheParameters アクションを使用します。

Example

次のサンプルコードは、パラメータグループ myMem14 のすべてのパラメータを一覧します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeCacheParameters 
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   &CacheParameterGroupName=myMem14
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

このアクションからの応答は、次のようになります。この応答には短縮されています。

<DescribeCacheParametersResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2013-06-15/"> 
  <DescribeCacheParametersResult> 
    <CacheClusterClassSpecificParameters> 
      <CacheNodeTypeSpecificParameter> 
        <DataType>integer</DataType> 
        <Source>system</Source> 
        <IsModifiable>false</IsModifiable> 
        <Description>The maximum configurable amount of memory to use to store items, in 
 megabytes.</Description> 
        <CacheNodeTypeSpecificValues> 
          <CacheNodeTypeSpecificValue> 
            <Value>1000</Value> 
            <CacheClusterClass>cache.c1.medium</CacheClusterClass> 
          </CacheNodeTypeSpecificValue> 
          <CacheNodeTypeSpecificValue> 
            <Value>6000</Value> 
            <CacheClusterClass>cache.c1.xlarge</CacheClusterClass> 
          </CacheNodeTypeSpecificValue> 
          <CacheNodeTypeSpecificValue> 
            <Value>7100</Value> 
            <CacheClusterClass>cache.m1.large</CacheClusterClass> 
          </CacheNodeTypeSpecificValue> 
          <CacheNodeTypeSpecificValue> 
            <Value>1300</Value> 
            <CacheClusterClass>cache.m1.small</CacheClusterClass> 
          </CacheNodeTypeSpecificValue> 
           
...output omitted... 

    </CacheClusterClassSpecificParameters> 
  </DescribeCacheParametersResult> 
  <ResponseMetadata> 
    <RequestId>6d355589-af49-11e0-97f9-279771c4477e</RequestId> 
  </ResponseMetadata>
</DescribeCacheParametersResponse>

詳細については、「DescribeCacheParameters」を参照してください。

パラメータグループを変更する
Important

デフォルトのパラメータグループを変更することはできません。

パラメータグループでいくつかのパラメータを変更できます。これらのパラメータ値は、パラメータグ
ループに関連付けられるクラスターに適用されます。パラメータ値の変更がパラメータグループに適用さ
れる場合の詳細については、「Memcached 固有のパラメータ (p. 190)」を参照してください。

パラメータグループを変更する (コンソール)
次の手順では、ElastiCache コンソールで binding_protocol パラメータ値を変更する方法を説明しま
す。同じ手順を使用して、すべてのパラメータを変更します。
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ElastiCache コンソールを使用してパラメータ値を変更するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 使用可能なすべてのパラメータグループのリストを表示するには、左側のナビゲーションペインで 
[Parameter Groups] を選択します。

3. パラメータグループ名の左側にあるボックスを選択して、変更するパラメータグループを選択しま
す。

パラメータグループのパラメータは、画面の下部に表示されます。すべてのパラメータを確認するに
は、ページでリストを作成する必要があります。

4. 複数のパラメータを修正するには、[Edit Parameters] を選択します。
5. [パラメータグループの編集] 画面で、binding_protocol パラメータが見つかるまで、左右の矢印

を使用してスクロールしてから、[値] 列に ascii と入力します。
6. [パラメータグループの編集] 画面で、cluster-enabled パラメータが見つかるまで、左右の矢印を

使用してスクロールしてから、[値] 列に yes と入力します。
7. [Save Changes] を選択します。
8. 変更したパラメータの名前を検索するには、「Memcached 固有のパラメータ (p. 190)」を参照して

ください。再起動後にパラメータを変更する場合は、このパラメータグループを使用するクラスター
を再起動します。詳細については、「クラスターの再起動 (p. 81)」を参照してください。

パラメータグループを変更する (AWS CLI)
AWS CLI を使用してパラメータの値を変更するには、modify-cache-parameter-group コマンドを使
用します。

Example

変更するパラメータの名前と許容値を検索するには、「Memcached 固有のパラメータ (p. 190)」を参照
してください。

次のサンプルコードでは、パラメータグループ myMem14 で [chunk_size] と [chunk_size_growth_fact] の 2 
つのパラメータの値を設定します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-parameter-group \ 
    --cache-parameter-group-name myMem14 \ 
    --parameter-name-values \ 
        ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 \ 
        ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-parameter-group ^ 
    --cache-parameter-group-name myMem14 ^ 
    --parameter-name-values ^ 
        ParameterName=chunk_size,ParameterValue=96 ^ 
        ParameterName=chunk_size_growth_fact,ParameterValue=1.5

このコマンドの出力は次のようになります。

{ 
    "CacheParameterGroupName": "myMem14"
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}

詳細については、「modify-cache-parameter-group」を参照してください。

パラメータグループを変更する (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用してパラメータグループのパラメータ値を変更するに
は、ModifyCacheParameterGroup アクションを使用します。

Example

変更するパラメータの名前と許容値を検索するには、「Memcached 固有のパラメータ (p. 190)」を参照
してください。

次のサンプルコードでは、パラメータグループ myMem14 で [chunk_size] と [chunk_size_growth_fact] の 2 
つのパラメータの値を設定します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=ModifyCacheParameterGroup 
   &CacheParameterGroupName=myMem14
   &ParameterNameValues.member.1.ParameterName=chunk_size
   &ParameterNameValues.member.1.ParameterValue=96
   &ParameterNameValues.member.2.ParameterName=chunk_size_growth_fact
   &ParameterNameValues.member.2.ParameterValue=1.5
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

詳細については、「ModifyCacheParameterGroup」を参照してください。
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パラメータグループを削除する
ElastiCache コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API を使用して、カスタムパラメータグループを
削除できます。

パラメータグループがクラスターに関連付けられている場合は、パラメータグループを削除できません。
デフォルトのパラメータグループも削除できません。

パラメータグループを削除する (コンソール)
次の手順では、ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループを削除する方法を示します。

ElastiCache コンソールを使用してパラメータグループを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 使用可能なすべてのパラメータグループのリストを表示するには、左側のナビゲーションペインで 
[Parameter Groups] を選択します。

3. パラメータグループ名の左側にあるボックスを選択して、削除するパラメータグループを選択しま
す。

[Delete] ボタンがアクティブになります。
4. [削除] を選択します。

[Delete Parameter Groups] の確認画面が表示されます。
5. パラメータグループを削除するには、[Delete Parameter Groups] の確認画面で [Delete] を選択しま

す。

パラメータグループを保持するには、[Cancel] を選択します。

パラメータグループを削除する (AWS CLI)
AWS CLI を使用してパラメータグループを削除するには、delete-cache-parameter-group コマンド
を使用します。削除するパラメータグループで、--cache-parameter-group-name で指定されたパラ
メータグループは、それに関連付けられるクラスターを持つことはできません。また、デフォルトのパラ
メータグループも持つことはできません。

次のサンプルコードは、myMem14 パラメータグループを削除します。

Example

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache delete-cache-parameter-group \ 
    --cache-parameter-group-name myMem14 

Windows の場合:

aws elasticache delete-cache-parameter-group ^ 
    --cache-parameter-group-name myMem14 

詳細については、「delete-cache-parameter-group」を参照してください。
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パラメータグループを削除する (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用してパラメータグループを削除するには、DeleteCacheParameterGroup アク
ションを使用します。削除するパラメータグループで、CacheParameterGroupName で指定されたパラ
メータグループは、それに関連付けられるクラスターを持つことはできません。また、デフォルトのパラ
メータグループも持つことはできません。

Example

次のサンプルコードは、myMem14 パラメータグループを削除します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DeleteCacheParameterGroup 
   &CacheParameterGroupName=myMem14
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

詳細については、「DeleteCacheParameterGroup」を参照してください。
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Memcached 固有のパラメータ
Memcached クラスターにパラメータグループを指定しない場合、エンジンのバージョンに適したデフォ
ルトのパラメータグループが使用されます。デフォルトのパラメータグループのパラメータの値を変更す
ることはできません。ただし、カスタムパラメータグループを作成し、いつでもクラスターに割り当てる
ことはできます。詳細については、「パラメータグループを作成する (p. 176)」を参照してください。

トピック
• Memcached 1.6.6 で追加されたパラメータ (p. 190)
• Memcached 1.5.10 パラメータの変更 (p. 190)
• Memcached 1.4.34 で追加されたパラメータ (p. 191)
• Memcached 1.4.33 で追加されたパラメータ (p. 191)
• Memcached 1.4.24 で追加されたパラメータ (p. 193)
• Memcached 1.4.14 で追加されたパラメータ (p. 194)
• Memcached 1.4.5 でサポートされているパラメータ (p. 198)
• Memcached 接続オーバーヘッド (p. 200)
• Memcached ノードタイプ固有のパラメータ (p. 201)

Memcached 1.6.6 で追加されたパラメータ
Memcached 1.6.6 では、追加のパラメータはサポートされません。

パラメータグループファミリー: memcached1.6

Memcached 1.5.10 パラメータの変更
Memcached 1.5.10 では、次のパラメータが追加でサポートされます。

パラメータグループファミリー: memcached1.5

名前 詳細 説明

no_modern デフォルト: 1

タイプ：ブール値

変更可能: はい

許可された値: 0,1

変更の適用: 起動時

slab_reassign、slab_automove、lru_crawler、lru_maintainer、maxconns_fast
コマンドを無効にするため
のエイリアス。No modern
は、hash_algorithm も jenkins に
設定し、ASCII VALUE のインライ
ンも許可します。Memcached 1.5 
以上に適用されます。最新に戻すに
は、このパラメータを無効にして再
起動する必要があります。これによ
り、slab_reassign、slab_automove、lru_crawler、lru_maintainer、
および maxconns_fast が自動的に
有効になります。

Note

2021 年 8 月 20 日現在、こ
のパラメータのデフォルト
の設定値は 0 から 1 に変更
されています。更新されたデ
フォルト値は、2021 年 8 月 
20 日以降、各リージョンの 
Elasticache の新規ユーザー
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名前 詳細 説明
によって自動的に取得されま
す。2021 年 8 月 20 日以前
のリージョンで ElastiCache 
を使用する既存ユーザーは、
この新しい変更を取得する
ためにカスタムパラメータグ
ループを手動で変更する必要
があります。

inline_ascii_resp デフォルト: 0

タイプ：ブール値

変更可能: はい

許可された値: 0,1

変更の適用: 起動時

アイテム内の VALUE レスポンス
からの数値が保存されます。最
大 24 バイトを使用します。ASCII
get、faster セットの小さい減速。

Memcached 1.5.10 では、次のパラメータが削除されます。

名前 詳細 説明

expirezero_does_not_evict デフォルト: 0

タイプ：ブール値

変更可能: はい

許可された値: 0,1

変更の適用: 起動時

このバージョンではサポートされな
くなりました。

modern デフォルト: 1

タイプ：ブール値

変更可能: はい (no-
modern に設定されてい
る場合は再起動が必要
です)

許可された値: 0,1

変更の適用: 起動時

このバージョンではサポートされな
くなりました。このバージョン以
降、起動または再起動するたびに
modern がデフォルトで有効になりま
す。

Memcached 1.4.34 で追加されたパラメータ
Memcached 1.4.34 では、追加のパラメータはサポートされません。

パラメータグループファミリー: memcached1.4

Memcached 1.4.33 で追加されたパラメータ
Memcached 1.4.33 では、次のパラメータが追加でサポートされます。
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パラメータグループファミリー: memcached1.4

名前 詳細 説明

modern デフォルト: 有効

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

各種機能のエイリアス 有効化
modern は、次のコマンドをオンに
し、murmur3 ハッシュアルゴリズム 
(slab_reassign、slab_automove、lru_crawler、lru_maintainer、maxconns_fast、hash_algorithm=murmur3) 
を使用する場合と同等です。

watch デフォルト: 有効

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 即時

ログ
は、watcher_logbuf_size
および
worker_logbuf_size
制限に達すると削除で
きます。

ログ取得、削除または変異。た
とえば、watch をオンにする
と、get、set、delete または
update が発生したときにユーザーは
ログを表示できます。

idle_timeout デフォルト: 0 (無効)

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

閉じる前にクライアントがアイドル
状態にできる最小秒数。値の範囲: 0
～86400

track_sizes デフォルト: 無効

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

各スラブグループの消費サイズを表
示します。

有効化 track_sizes を行う
と、stats sizes を実行せずに
stats sizes_enable を実行でき
ます。

watcher_logbuf_size デフォルト: 256 (KB)

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

watch コマンドは、Memcached の
配信ログ作成をオンにします。ただ
し、削除、変異、取得によって、ロ
ギングバッファがいっぱいになる可
能性がある場合には、watch でログ
を削除することができます。このよ
うな場合、ユーザーは、バッファサ
イズを増やして、ログ損失の可能性
を抑えることができます。

worker_logbuf_size デフォルト: 64 (KB)

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

watch コマンドは、Memcached の
配信ログ作成をオンにします。ただ
し、削除、変異、取得によって、ロ
ギングバッファがいっぱいになる可
能性がある場合には、watch でログ
を削除することができます。このよ
うな場合、ユーザーは、バッファサ
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名前 詳細 説明
イズを増やして、ログ損失の可能性
を抑えることができます。

slab_chunk_max デフォルト: 524288 (バ
イト)

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

スラブの最大サイズを指定しま
す。スラブサイズを小さくする
と、メモリは効率的に使用されま
す。slab_chunk_max より大きい
項目は、複数のスラブに分割されま
す。

lru_crawler metadump [all|1|
2|3]

デフォルト: 無効

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 即時

lru_crawler を有効化すると、このコ
マンドによってすべてのキーがダン
プされます。

all|1|2|3 - すべてのスラブ、また
は特定のスラブ数を指定する

Memcached 1.4.24 で追加されたパラメータ
Memcached 1.4.24 では、次のパラメータが追加でサポートされます。

パラメータグループファミリー: memcached1.4

名前 詳細 説明

disable_flush_all デフォルト: 0 (無効)

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

flush_all を無効化するパラメータ (-
F) を追加します。本稼働インスタン
スでフルフラッシュを実行しない場
合に便利です。

値: 0、1 (値が 0 の場合にユーザーは
flush_all を実行できます。)

hash_algorithm デフォルト: jenkins

タイプ: 文字列

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

使用されるハッシュアルゴリズム。
使用可能な値: murmur3 と jenkins。

lru_crawler デフォルト: 0 (無効)

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

Note

実行時に、コマ
ンドラインから
lru_crawler

期限が切れた項目のスラブクラスを
消去します。これにより、バックグ
ラウンドで実行されるプロセスの影
響を小さくなります。現在は、手動
コマンドを使用して Crawl を起動す
る必要があります。

一時的に有効にするには、コマンド
ラインで lru_crawler enable を
実行します。

lru_crawler 1,3,5 はスラブクラ
ス 1、3、5 をクロールし、freelist に
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名前 詳細 説明
を一時的に有
効にすること
ができます。詳
細については、
「Describe」列
を参照してくだ
さい。

追加する期限切れの項目を検索しま
す。

値: 0、1

Note

コマンドラインで
lru_crawler を有効にし
て、コマンドラインまたは
次の再起動で無効化されるま
でクローラを有効にします。
永続的に有効にするには、パ
ラメータ値を変更する必要が
あります。詳細については、
「パラメータグループを変更
する (p. 185)」を参照してく
ださい。

lru_maintainer デフォルト: 0 (無効)

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

容量に到達すると LRU 間で項目を
シャッフルするバックグラウンドス
レッドです。値: 0、1。

expirezero_does_not_evict デフォルト: 0 (無効)

タイプ：ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 起動時

lru_maintainer と併用すると、項
目の期限切れ時間が 0 (期限切れなし) 
になります。

Warning

これにより、期限切れでクリ
アされる他の項目をメモリか
ら排除して、メモリを使用で
きるようにすることができま
す。

lru_maintainer を無視するよう設
定できます。

Memcached 1.4.14 で追加されたパラメータ
Memcached 1.4.14 では、次のパラメータが追加でサポートされます。

パラメータグループファミリー: memcached1.4

Memcached 1.4.14 で追加されたパラメータ

名前 詳
細
説明

config_max デ
フォ
ル

ElastiCache 設定エントリの最大数。
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名前 詳
細
説明

ト: 
16

タ
イ
プ: 
整
数

変
更
可
能: 
い
い
え

config_size_max デ
フォ
ル
ト: 
65536

タ
イ
プ: 
整
数

変
更
可
能: 
い
い
え

設定エントリの最大サイズ (バイト単位)。

API バージョン 2015-02-02
195



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド
Memcached 固有のパラメータ

名前 詳
細
説明

hashpower_init デ
フォ
ル
ト: 
16

タ
イ
プ: 
整
数

変
更
可
能: 
い
い
え

ElastiCache ハッシュテーブルの初期サイズは、2 の累乗として表されます。
デフォルトは 16 (2^16)、つまり 65536 のキーです。

maxconns_fast デ
フォ
ル
ト: 
0 
(false)

型: 
ブー
ル
値

変
更
可
能: 
は
い

変
更
の
適
用: 
再
起
動
後

最大接続制限に達したときに新しい接続リクエストを処理する方法を変更し
ます。このパラメータを 0 (ゼロ) に設定した場合、新しい接続がバックログ
キューに追加され、他の接続が終了するまで待機します。パラメータを 1 に
設定した場合、ElastiCache はクライアントにエラーを送信し、すぐに接続を
終了します。
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名前 詳
細
説明

slab_automove デ
フォ
ル
ト: 
0

タ
イ
プ: 
整
数

変
更
可
能: 
は
い

変
更
の
適
用: 
再
起
動
後

スラブ自動移動アルゴリズムを調整します。このパラメータを 0 (ゼロ) 
に設定した場合、自動移動アルゴリズムは無効です。1 に設定した場
合、ElastiCache は低速で控えめな手法を使用して、スラブを自動的に移動し
ます。2 に設定した場合、削除が生じると必ず ElastiCache はスラブを積極
的に移動します (このモードは、テスト目的以外では推奨されません)。
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名前 詳
細
説明

slab_reassign デ
フォ
ル
ト: 
0 
(false)

型: 
ブー
ル
値

変
更
可
能: 
は
い

変
更
の
適
用: 
再
起
動
後

スラブの再割り当てを有効または無効にします。このパラメータを 1 に設定
した場合、「slabs reassign」コマンドを使用してメモリを手動で再割り当て
できます。

Memcached 1.4.5 でサポートされているパラメータ
パラメータグループファミリー: memcached1.4

Memcached 1.4.5 では、さらに次のパラメータがサポートされています。

Memcached 1.4.5 で追加されたパラメータ

名前 詳細 説明

backlog_queue_limitデフォルト: 1024

タイプ: 整数

変更可能: いいえ

バックログキューの制限。

binding_protocolデフォルト: auto

タイプ: 文字列

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

バインディングプロトコル。

許可される値は ascii および auto です。

binding_protocol の値を変更する際のガイダ
ンスについては、「パラメータグループを変更す
る (p. 185)」を参照してください。

cas_disabled デフォルト: 0 (false) 1 (true) の場合、CAS (Check and Set) 操作が無効
になり、格納されている項目が消費するバイト数
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名前 詳細 説明
型: ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

は CAS が有効な場合より 8 バイト少なくなりま
す。

chunk_size デフォルト: 48

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

最も小さい項目のキー、値、およびフラグ (バイト
単位) に割り当てる領域の最小量 (バイト単位)。

chunk_size_growth_factorデフォルト: 1.25

タイプ: 浮動小数点

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

連続する各 memcached チャンクのサイズを制御
する増加係数。各チャンクは、前のチャンクより
chunk_size_growth_factor 倍大きくなりま
す。

error_on_memory_exhaustedデフォルト: 0 (false)

型: ブール値

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

1 (true) の場合、項目を保存するメモリがない
と、Memcached によって項目が削除されるのでは
なくエラーが返されます。

large_memory_pagesデフォルト: 0 (false)

型: ブール値

変更可能: いいえ

1 (true) の場合、ElastiCache は大量のメモリペー
ジを使用しようとします。

lock_down_paged_memoryデフォルト: 0 (false)

型: ブール値

変更可能: いいえ

1 (true) の場合、ElastiCache はすべてのページ分
割メモリをロックダウンします。

max_item_sizeデフォルト: 1048576

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

クラスターに保存できる最も大きい項目のサイズ 
(バイト単位)。

max_simultaneous_connectionsデフォルト: 65000

タイプ: 整数

変更可能: いいえ

同時接続の最大数。
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名前 詳細 説明

maximize_core_file_limitデフォルト: 0 (false)

型: ブール値

変更可能:

変更の適用: 再起動後

1 (true) の場合、ElastiCache はコアファイルの制
限を最大限に高くします。

memcached_connections_overheadデフォルト: 100

タイプ: 整数

変更可能: はい

変更の適用: 再起動後

Memcached 接続および他のさまざまなオーバー
ヘッド用に予約されるメモリの量。このパラメー
タの詳細については、「Memcached 接続オーバー
ヘッド (p. 200)」を参照してください。

requests_per_eventデフォルト: 20

タイプ: 整数

変更可能: いいえ

特定の接続のイベントごとの最大リクエスト数。
この制限は、リソース不足を防ぐために必要で
す。

Memcached 接続オーバーヘッド
各ノードで、項目の保存に使用可能なメモリは、ノード上の使用可能な合計メモリ 
(max_cache_memory パラメータ内) から、接続や他のオーバーヘッドに使用されているメ
モリ (memcached_connections_overhead パラメータ内) を引いた量です。たとえば、
タイプが cache.m1.small のノードには 1300MB の max_cache_memory があるとしま
す。memcached_connections_overhead がデフォルト値の 100 MB の場合、Memcached プロセスは
項目を保存するために 1,200 MB 使用できます。

memcached_connections_overhead パラメータのデフォルト値は、ほとんどのユースケースに適して
います。ただし、接続オーバーヘッドの割り当てに必要な量は、リクエストの頻度、ペイロードサイズ、
接続数など、複数の要因によって変化します。

アプリケーションのニーズにさらに合うように memcached_connections_overhead の値を
変更できます。たとえば、memcached_connections_overhead パラメータの値を大きくす
ると、項目の保存に使用できるメモリの量が減り、接続のオーバーヘッド用のバッファが増えま
す。memcached_connections_overhead パラメータの値を小さくすると、項目の保存に使用できるメ
モリは増えますが、スワップの使用とパフォーマンスの低下のリスクが高くなります。スワップの使用や
パフォーマンスの低下が観察される場合、memcached_connections_overhead パラメータの値を大き
くしてみてください。

Important

ノードタイプが cache.t1.micro の場合、memcached_connections_overhead の値は次の
ように決まります。

• クラスターがデフォルトのパラメータグループを使用している場合、ElastiCache は
memcached_connections_overhead の値を 13 MB に設定します。

• 自身で作成したパラメータグループをクラスターが使用している場
合、memcached_connections_overhead の値を選択した値に設定できます。
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Memcached ノードタイプ固有のパラメータ
ほとんどのパラメータの値は 1 つですが、一部のパラメータには、使用されているノードタイプによって
複数の値が設定されることがあります。次の表は、各ノードタイプの max_cache_memory パラメータと
num_threads パラメータのデフォルト値を示しています。これらのパラメータの値は変更できません。

ノードの種類 max_cache_memory (メガ
バイト)

num_threads

cache.t1.micro 213 1

cache.t2.micro 555 1

cache.t2.small 1588 1

cache.t2.medium 3301 2

cache.t3.micro 512 2

cache.t3.small 1402 2

cache.t3.medium 3364 2

cache.t4g.micro 512 2

cache.t4g.small 1402 2

cache.t4g.medium 3164 2

cache.m1.small 1301 1

cache.m1.medium 3350 1

cache.m1.large 7100 2

cache.m1.xlarge 14600 4

cache.m2.xlarge 33800 2

cache.m2.2xlarge 30412 4

cache.m2.4xlarge 68000 16

cache.m3.medium 2850 1

cache.m3.large 6200 2

cache.m3.xlarge 13600 4

cache.m3.2xlarge 28600 8

cache.m4.large 6573 2

cache.m4.xlarge 11496 4

cache.m4.2xlarge 30412 8

cache.m4.4xlarge 62234 16

cache.m4.10xlarge 158355 40

cache.m5.large 6537 2
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ノードの種類 max_cache_memory (メガ
バイト)

num_threads

cache.m5.xlarge 13248 4

cache.m5.2xlarge 26671 8

cache.m5.4xlarge 53516 16

cache.m5.12xlarge 160900 48

cache.m5.24xlarge 321865 96

cache.m6g.large 6537 2

cache.m6g.xlarge 13248 4

cache.m6g.2xlarge 26671 8

cache.m6g.4xlarge 53516 16

cache.m6g.8xlarge 107000 32

cache.m6g.12xlarge 160900 48

cache.m6g.16xlarge 214577 64

cache.c1.xlarge 6600 8

cache.r3.large 13800 2

cache.r3.xlarge 29100 4

cache.r3.2xlarge 59600 8

cache.r3.4xlarge 120600 16

cache.r3.8xlarge 120600 32

cache.r4.large 12590 2

cache.r4.xlarge 25652 4

cache.r4.2xlarge 51686 8

cache.r4.4xlarge 103815 16

cache.r4.8xlarge 208144 32

cache.r4.16xlarge 416776 64

cache.r5.large 13387 2

cache.r5.xlarge 26953 4

cache.r5.2xlarge 54084 8

cache.r5.4xlarge 108347 16

cache.r5.12xlarge 325400 48

cache.r5.24xlarge 650869 96
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ノードの種類 max_cache_memory (メガ
バイト)

num_threads

cache.r6g.large 13387 2

cache.r6g.xlarge 26953 4

cache.r6g.2xlarge 54084 8

cache.r6g.4xlarge 108347 16

cache.r6g.8xlarge 214577 32

cache.r6g.12xlarge 325400 48

cache.r6g.16xlarge 429154 64

Note

すべての T2 インスタンスは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) で作成されます。
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データ保護

Amazon ElastiCache でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon ElastiCache に適用されるコンプライアンスプログラムについては、
「コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、Amazon ElastiCache 使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役
立ちます。以下のトピックで、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすように、Amazon 
ElastiCache を設定する方法について説明します。Amazon ElastiCache リソースのモニタリングやセキュ
リティ確保に役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Amazon ElastiCache でのデータ保護 (p. 204)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 209)
• Amazon ElastiCache での Identity and Access Managementq (p. 249)
• 使用状況、イベント、コストのモニタリング (p. 295)
• Amazon ElastiCache のコンプライアンス検証 (p. 320)
• Amazon ElastiCache s の耐障害性 (p. 322)
• AWS Elasticache でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 323)
• ElastiCache for Memcached のサービスの更新 (p. 324)

Amazon ElastiCache でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS Elasticache (Elasticache) のデータ保護に適用されます。このモデルで説明
したように、AWS は、すべての AWS クラウドを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責
任を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持
する責任があります。このコンテンツには、使用する AWS のサービスに対するセキュリティの設定と管
理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」
を参照してください。

データ保護の目的で、AWS アカウントの認証情報を保護し、個々のアカウントを AWS Identity and 
Access Management (IAM) で設定することをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行す
るために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧め
します。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• TLS を使用して AWS リソースと通信します。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使

用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これにより、Amazon S3 

に保存される個人データの検出と保護が支援されます。

顧客のアカウント番号などの機密の識別情報は、名前フィールドなどの自由形式のフィールドに配置
しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK によって 
Elasticache や他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。Elasticache や他のサービスに入力したす
べてのデータは、診断ログに取り込まれる可能性があります。外部サーバーへの URL を指定するときは、
そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。

トピック
• Amazon ElastiCache のデータセキュリティ (p. 205)

Amazon ElastiCache のデータセキュリティ
データを安全に保つために、Amazon ElastiCache および Amazon EC2 は、サーバーのデータへの不正ア
クセスに対する防御メカニズムを提供します。

また、Amazon ElastiCache for Memcached は、Memcached バージョン 1.6.12 以降を実行しているクラ
スター上のデータに対するオプションの暗号化機能も提供します。転送時の暗号化では、ある場所から別
の場所に移動するデータ (クラスターのノード間、クラスターとアプリケーション間など) に対して必ず暗
号化が行なわれます。

転送時の暗号化を有効にする場合は、次の条件を満たす必要があります。

• クラスターは Memcached 1.6.12 以降を実行している必要があります。
• クラスターが、Amazon VPC に基づく VPC で作成されている必要があります。

トピック
• ElastiCache の転送時の暗号化 (TLS) (p. 205)

ElastiCache の転送時の暗号化 (TLS)
データを安全に保つために、Amazon ElastiCache および Amazon EC2 は、サーバーのデータへの不正ア
クセスに対する防御メカニズムを提供します。ElastiCache では転送時の暗号化機能を提供されるため、
ある場所から別の場所に移動しているデータの保護ツールとして使用できます。

パラメーター TransitEncryptionEnabled (CLI: --transit-encryption-enabled) 
は、CreateCacheCluster (CLI: create-cache-cluster) オペレーションを使用する場合にのみ使用
できます。

トピック
• 転送時の暗号化の概要 (p. 206)
• 転送時の暗号化の条件 (p. 206)
• 転送時の暗号化のベストプラクティス (p. 206)
• 転送時の暗号化を有効にする (p. 206)
• Openssl を使用して送信中の暗号化を有効にしたノードへの接続 (p. 207)
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• Java を使用して TLS Memcached クライアントを作成する (p. 207)
• PHP を使用して TLS Memcached クライアントを作成する (p. 208)

転送時の暗号化の概要

Amazon ElastiCache 転送時の暗号化は、ある場所から別の場所に移動するときに、データの最も脆弱な
ポイントでのデータのセキュリティを強化できるオプション機能です。エンドポイントでデータの暗号化
と復号を行うにはある程度の処理が必要であるため、転送時の暗号化を有効にするとパフォーマンスに影
響を及ぼす可能性があります。転送時の暗号化の使用時と未使用時でデータのベンチマークを取得して、
ユースケースにおけるパフォーマンス影響を判断する必要があります。

ElastiCache 転送時の暗号化では、次の機能が実装されます。

• [暗号化接続] — サーバーとクライアントの両方の接続が、Secure Socket Layer (SSL) で暗号化されま
す。

• [サーバー認証] — クライアントは、適切なサーバーに接続していることを認証できます。

転送時の暗号化の条件

実装を計画する際は、以下の Amazon ElastiCache 転送時の暗号化の制約事項に留意する必要がありま
す。

• 転送時の暗号化は、Memcached バージョン 1.6.12 以降を実行するクラスターでサポートされます。
• 転送時の暗号化は、TLS バージョン 1.2 および 1.3 をサポートします。
• 転送時の暗号化は、Amazon VPC で実行しているクラスターでのみサポートされます。
• 転送時の暗号化は、以下のノードタイプを実行しているクラスターでのみサポートされます。

• R6g、R5、R4
• M6g、M5、M4
• T4g、T3

詳細については、「サポートされているノードの種類 (p. 49)」を参照してください。
• 転送時の暗号化は、パラメーター TransitEncryptionEnabled を true に明示的に設定することで

有効化されます。
• 転送時の暗号化は、クラスターの作成時にのみクラスターで有効にできます。クラスターを変更して転

送時の暗号化のオンとオフを切り替えることはできません。
• 転送時の暗号化が有効なクラスターに接続するためには、Transport Layer Security (TLS) が有効である

必要があります。転送時の暗号化が有効化されていないクラスターに接続する場合、クラスターは TLS 
を有効にすることはできません。

転送時の暗号化のベストプラクティス

• エンドポイントでデータの暗号化と復号を行うにはある程度の処理が必要であるため、転送時の暗号化
の実装によりパフォーマンスが低下する可能性があります。自身のデータで転送時の暗号化使用時のベ
ンチマークを暗号化なしの場合と比較して、実装におけるパフォーマンスの影響を判断してください。

• 新しい接続の作成には高い負荷がかかる場合があるため、TLS 接続を持続させることで転送時の暗号化
のパフォーマンスへの影響を軽減させることができます。

転送時の暗号化を有効にする

AWS マネジメントコンソールを使用して Memcached クラスターの作成時に転送時の暗号化を有効にする
には、以下のように選択します。
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• エンジンとして Memcached を選択します。
• エンジンバージョン 1.6.12 以降。
• [Encryption in transit] (転送時の暗号化) で、[Enable] (有効化) を選択します。

詳しいプロセスについては、「Memcached クラスターの作成 (コンソール)」を参照してください。

Openssl を使用して送信中の暗号化を有効にしたノードへの接続

送信中の暗号化を有効にした Memcached ノードの ElastiCache のデータにアクセスするには、Secure 
Socket Layer (SSL) を使用するクライアントを使用する必要があります。Amazon Linux や Amazon Linux 
2 で、Openssl s_client を使用することもできます。

Openssl s_client を使用して、Amazon Linux 2 または Amazon Linux で送信中の暗号化を有効にした 
Memcached クラスターに接続するには:

/usr/bin/openssl s_client -connect memcached-node-endpoint:memcached-port -crlf

以下に出力例を示します。

set hello 0 0 5
world
STORED
get hello
VALUE hello 0 5
world
END

転送時の暗号化を有効にせずにクラスターに接続する方法については、「ノードに接続する (p. 47)」を参
照してください。

Java を使用して TLS Memcached クライアントを作成する

TLS モードでクライアントを作成するには、次の操作を行って、適切な SSLContext でクライアントを初
期化します。

import java.security.KeyStore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import net.spy.memcached.AddrUtil;
import net.spy.memcached.ConnectionFactoryBuilder;
import net.spy.memcached.MemcachedClient;
public class TLSDemo { 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 
        ConnectionFactoryBuilder connectionFactoryBuilder = new ConnectionFactoryBuilder(); 
        // Build SSLContext 
        TrustManagerFactory tmf = 
 TrustManagerFactory.getInstance(TrustManagerFactory.getDefaultAlgorithm()); 
        tmf.init((KeyStore) null); 
        SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance("TLS"); 
        sslContext.init(null, tmf.getTrustManagers(), null); 
        // Create the client in TLS mode 
        connectionFactoryBuilder.setSSLContext(sslContext); 
        MemcachedClient client = new MemcachedClient(connectionFactoryBuilder.build(), 
 AddrUtil.getAddresses("mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com:11211")); 

        // Store a data item for an hour. 
        client.set("theKey", 3600, "This is the data value"); 
    }
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}

Java クライアントの使用に関する詳細は、「Java 向けの ElastiCache クラスタークライアントの使
用 (p. 116)」を参照してください。

PHP を使用して TLS Memcached クライアントを作成する
TLS モードでクライアントを作成するには、次の操作を行って、適切な SSLContext でクライアントを初
期化します。

自動検出と persistent-id の詳細については、「PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントの使
用 (p. 116)」を参照してください。

<?php

/** 
 * Sample PHP code to show how to create a TLS Memcached client. In this example we 
 * will use the Amazon ElastiCache Auto Descovery feature, but TLS can also be 
 * used with a Static mode client.  
 * See Using the ElastiCache Cluster Client for PHP (https://docs.aws.amazon.com/
AmazonElastiCache/latest/mem-ug/AutoDiscovery.Using.ModifyApp.PHP.html) for more 
 information  
 * about Auto Discovery and persistent-id. 
 */

/* Configuration endpoint to use to initialize memcached client. 
 * this is only an example */
$server_endpoint = "mycluster.fnjyzo.cfg.use1.cache.amazonaws.com";

/* Port for connecting to the cluster.  
 * This is only an example     */
$server_port = 11211;

/* Initialize a persistent Memcached client and configure it with the Dynamic client mode  
 */
$tls_client =  new Memcached('persistent-id');
$tls_client->setOption(Memcached::OPT_CLIENT_MODE, Memcached::DYNAMIC_CLIENT_MODE);

/* Add the memcached's cluster server/s */
$tls_client->addServer($server_endpoint, $server_port);

/* Configure the client to use TLS */
if(!$tls_client->setOption(Memcached::OPT_USE_TLS, 1)) { 
    echo $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n"; 
    exit(1);
}

/* Set your TLS context configurations values. 
 * See MemcachedTLSContextConfig in memcached-api.php for all configurations */
$tls_config = new MemcachedTLSContextConfig();
$tls_config->cert_file = '/path/to/memc.crt';
$tls_config->key_file = '/path/to/memc.key';
$tls_config->ca_cert_file = '/path/to/ca.crt';
$tls_config->hostname = '*.mycluster.fnjyzo.use1.cache.amazonaws.com';
$tls_config->skip_cert_verify = false;
$tls_config->skip_hostname_verify = false;

/* Use the created TLS context configuration object to create OpenSSL's SSL_CTX and set it 
 to your client. 
 * Note:  These TLS context configurations will be applied to all the servers connected to 
 this client. */
$tls_client->createAndSetTLSContext((array)$tls_config);

/* test the TLS connection with set-get scenario: */ 
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 /* store the data for 60 seconds in the cluster. 
 * The client will decide which cache host will store this item. 
 */
if($tls_client->set('key', 'value', 60)) { 
    print "Successfully stored key\n";
} else { 
    echo "Failed to set key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n"; 
    exit(1);
}

/* retrieve the key */
if ($tls_client->get('key') === 'value') { 
    print "Successfully retrieved key\n";
} else { 
    echo "Failed to get key: ", $tls_client->getLastErrorMessage(), "\n"; 
    exit(1);
}

PHP クライアントの使用に関する詳細は、「ElastiCache Cluster Client for PHP のインストー
ル (p. 124)」を参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
Amazon ElastiCache では、以下の方法によりキャッシュデータを不正なアクセスからセキュリティで保護
します。

• Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ (p. 209) では、インストールに必要なセキュリティグ
ループのタイプを説明します。

• Amazon ElastiCache での Identity and Access Managementq (p. 249) は、ユーザー、グループ、グ
ループ、ロールの付与と制限のためのものです。

Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ
データのセキュリティは重要であるため、ElastiCache には、データへのアクセス権限を持つユーザーを
制御するための手段が用意されています。データへのアクセスを制御する方法は、Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC) または Amazon EC2-Classic でクラスターを起動したかどうかによって決まりま
す。

Important

ElastiCache クラスターの起動のために Amazon EC2-Classic の使用を非推奨にしました。現行世
代のすべてのノードは Amazon Virtual Private Cloud のみで起動されます。

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サービスは、従来のデータセンターに非常によく似た仮想
ネットワークを定義します。お客様が Amazon VPC を設定すると、IP アドレス範囲の選択、サブネット
の作成、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイ、セキュリティの設定などが可能になります。仮想
ネットワークにキャッシュクラスターを追加でき、Amazon VPC のセキュリティグループを使用して、
キャッシュクラスターへのアクセスを制御できます。

このセクションでは、Amazon VPC 内で手動で ElastiCache クラスターを設定する方法を説明します。こ
の情報は、ElastiCache と Amazon VPC との連携について理解を深めたいユーザーを対象としています。

トピック
• ElastiCache と Amazon VPC について理解する (p. 211)
• Amazon VPC の ElastiCache クラスターにアクセスするためのアクセスパターン。 (p. 217)
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• VPC への EC2-Classic クラスターの移行 (p. 223)
• Virtual Private Cloud (VPC) の作成 (p. 225)
• Amazon VPC で実行されるキャッシュクラスターへの接続 (p. 227)
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ElastiCache と Amazon VPC について理解する
ElastiCache は Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) と完全に統合されています。ElastiCache 
ユーザーにとって、これは次のことを意味します。

• AWS アカウントが EC2-VPC プラットフォームのみをサポートしている場合、ElastiCache は常に 
Amazon VPC でクラスターを起動します。

• AWS を初めて利用する場合、クラスターは Amazon VPC にデプロイされます。デフォルト VPC が自
動的に作成されます。

• デフォルト VPC をお持ちのお客様が、クラスター起動時にサブネットを指定しなかった場合は、そのク
ラスターはお客様のデフォルト Amazon VPC で起動されます。

詳細については、「サポートされているプラットフォームとデフォルト VPC があるかどうかを確認する」
を参照してください。

Amazon Virtual Private Cloud を使用することによって、従来のデータセンターに非常によく似た仮想ネッ
トワークを AWS クラウド内に作成できます。お客様の Amazon VPC はお客様が設定できます。たとえ
ば、IP アドレス範囲の選択、サブネットの作成、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイ、セキュリ
ティの設定などが可能です。

ElastiCache の基本機能は仮想プライベートクラウドの場合と同じです。ElastiCache は、クラスターが 
Amazon VPC の内部と外部のどちらにデプロイされるかに関係なく、ソフトウェアのアップグレード、
パッチ適用、障害検出、および復旧を管理します。

Amazon VPC の外部にデプロイされた ElastiCache キャッシュノードには、エンドポイント/DNS 名の解
決先となる IP アドレスが割り当てられます。これは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イ
ンスタンスからの接続を提供します。Amazon VPC プライベートサブネットで ElastiCache クラスターを
起動した場合、すべてのキャッシュノードにはそのサブネット内のプライベート IP アドレスが割り当てら
れます。

Amazon VPC での ElastiCache の概要

次の図と表では、Amazon VPC 環境と、Amazon VPC で起動される ElastiCache クラスターと Amazon 
EC2 インスタンスについて説明します。

API バージョン 2015-02-02
211

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html#detecting-platform


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ

Amazon VPC は、独自の IP アドレスのブロックが割り当てられた AWS クラウドの独立した部
分です。

インターネットゲートウェイは Amazon VPC を直接インターネットに接続し、他の AWS リ
ソースへのアクセスを提供します。それには、Amazon VPC の外部で実行されている Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) などのリソースが含まれます。

Amazon VPC サブネットは、セキュリティおよび運用上のニーズに合わせて AWS リソースを分
離できる Amazon VPC の IP アドレス範囲のセグメントです。

Amazon VPC のルーティングテーブルは、サブネットとインターネットとの間でネットワークト
ラフィックを送信します。Amazon VPC には暗黙のルーターがあり、この図では円と R で表さ
れています。
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Amazon VPC セキュリティグループは、ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスの
インバウンドとアウトバウンドのトラフィックを制御します。

サブネットで ElastiCache クラスターを起動できます。キャッシュノードは、サブネットのアド
レス範囲のプライベート IP アドレスを持ちます。

サブネットで Amazon EC2 インスタンスを起動することもできます。各 Amazon EC2 インスタ
ンスはサブネットのアドレス範囲内のプライベート IP アドレスを持ちます。Amazon EC2 イン
スタンスは、同じサブネット内のすべてのキャッシュノードに接続できます。

インターネットからアクセス可能な Amazon VPC 内の Amazon EC2 インスタンスの場合は、イ
ンスタンスに Elastic IP アドレスと呼ばれる静的なパブリックアドレスを割り当てる必要があり
ます。

なぜ EC2 Classic の代わりに Amazon VPC を ElastiCache デプロイメントで使用
するのですか。

2022 
年 
8 
月 
15 
日
に、EC2-
Classic 
の
提
供
を
終
了
し
ま
す。EC2-
Classic 
は、VPC 
へ
の
移
行
を
お
勧
め
し
ま
す。
詳
細
に
つ
い
て
は、
「VPC 
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へ
の 
EC2-
Classic 
ク
ラ
ス
ター
の
移
行 (p. 223)」
と
ブ
ロ
グ
「EC2-
Classic 
Networking 
は
販
売
終
了
に
な
り
ま
す 
— 
準
備
方
法
は
こ
ち
ら」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い。

Amazon VPC へのインスタンスを起動すると、次のことが可能となります:

• 開始から停止までの間に維持される静的プライベート IP アドレスをインスタンスに割り当てる.
• 複数の IP アドレスをインスタンスに割り当てる.
• ネットワークインターフェイスを定義し、1 つまたは複数のネットワークインターフェイスをインスタ

ンスに割り当てる.
• 実行中にインスタンスのセキュリティグループメンバーシップを変更する.
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• インスタンスからのアウトバウンドトラフィックを制御し (egress フィルタリング)、インスタンスへの
インバウンドトラフィックを制御する (ingress フィルタリング)。

• ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) の形でインスタンスにアクセス制御の層を追加する。
• 単一テナントハードウェアでインスタンスを実行する.

Amazon EC2 Classic、デフォルトの VPC、デフォルト以外の EC2 の比較については、「EC2-Classic と 
EC2-VPC の違い」を参照してください。

Amazon VPC では、専用ではない Amazon EC2 インスタンスを許可する必要があります。ハードウェア
専有インスタンスのテナンシー用に設定された Amazon VPC では ElastiCache を使用できません。

前提条件
Amazon VPC 内に ElastiCache クラスターを作成するには、Amazon VPC が以下の要件を満たしている必
要があります。

• Amazon VPC では、専用ではない Amazon EC2 インスタンスを許可する必要があります。ハードウェ
ア専有インスタンスのテナンシー用に設定された Amazon VPC では ElastiCache を使用できません。

• Amazon VPC 用にキャッシュサブネットグループを定義する必要があります。ElastiCache はその
キャッシュサブネットグループを使用して、そのサブネット内でキャッシュノードに関連付けるサブ
ネットおよび IP アドレスを選択します。

• Amazon VPC 用にキャッシュセキュリティグループを定義する必要があります。または、用意されてい
るデフォルトを使用できます。

• 各サブネットの CIDR ブロックは、メンテナンス作業で使用する予備の IP アドレスを ElastiCache に提
供するのに十分な大きさが必要です。

ルーティングとセキュリティ
Amazon VPC でルーティングを設定して、トラフィックの送信先（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など）を制御できます。インターネットゲートウェイの場合、Amazon VPC は、
同じ Amazon VPC で実行されているのではない他の AWS リソースに直接アクセスできます。お客様の
組織のローカルネットワークに接続された仮想プライベートゲートウェイのみを選択した場合、VPN 経
由でインターネット宛てのトラフィックをルーティングし、ローカルセキュリティポリシーとファイア
ウォールを使用して送信を制御できます。この場合、インターネット経由で AWS リソースにアクセスす
る際に、帯域の追加料金が発生します。

Amazon VPC セキュリティグループを使用して、Amazon VPC 内の ElastiCache クラスターと Amazon 
EC2 インスタンスをセキュリティで保護することができます。セキュリティグループは、サブネットレベ
ルでなくインスタンスレベルでファイアウォールのように動作します。

Note

キャッシュノードを再起動すると、基になる IP アドレスは変わる可能性があるため、キャッシュ
ノードに接続するには DNS 名を使用することを強くお勧めします。

Amazon VPCドキュメント
Amazon VPC に関するドキュメントには、Amazon VPC の作成および使用方法について説明する独自のド
キュメントがあります。Amazon VPC ガイドへのリンクについて以下の表にまとめます。

説明 ドキュメント

Amazon VPC の使用を開始する方法 Amazon VPC の開始方法

AWS Management Console を通じて Amazon 
VPC を使用する方法

Amazon VPC User Guide
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説明 ドキュメント

すべての Amazon VPC コマンドの詳細説明 Amazon EC2 コマンドラインリファレンス
(Amazon VPC コマンドは、Amazon EC2 リファレ
ンスに記載されています)

Amazon VPC API オペレーション、データタイ
プ、およびエラーの詳細説明

Amazon EC2 API リファレンス (Amazon VPC API 
オペレーションは、Amazon EC2 リファレンスに
記載されています)

オプションとして IPsec VPN 接続のゲートウェイ
を設定する必要のあるネットワーク管理者向け情
報

AWS Site-to-Site VPN とは

Amazon Virtual Private Cloud の詳細については、「Amazon Virtual Private Cloud」を参照してください。
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Amazon VPC の ElastiCache クラスターにアクセスするためのア
クセスパターン。
Amazon ElastiCache は、Amazon VPC のクラスターにアクセスするための以下のシナリオをサポートし
ます。

目次
• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが同じ Amazon VPC にある場合の ElastiCache 

クラスターへのアクセス (p. 217)
• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが異なる Amazon VPC にある場合の 

ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 218)
• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが同じリージョンの異なる Amazon 

VPC にある場合の ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 219)
• Transit Gateway の使用 (p. 220)

• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが異なるリージョンの異なる Amazon 
VPC にある場合の ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 220)

• トランジット VPC の使用 (p. 220)
• 顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの ElastiCache クラスターへのアクセ

ス (p. 221)
• 顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの VPN 接続を使用した 

ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 222)
• 顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの Direct Connect を使用した 

ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 222)

ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが同じ Amazon VPC にあ
る場合の ElastiCache クラスターへのアクセス
最も一般的ユースケースは、EC2 インスタンスにデプロイされたアプリケーションが同じ VPC のクラス
ターに接続する必要がある場合です。

このシナリオを以下に図で示します。

同じ VPC 内の EC2 インスタンスとクラスター間のアクセスを管理する方法として最も簡単なのは、次の
方法です。

1. クラスターの VPC セキュリティグループを作成します。このセキュリティグループは、クラスターイ
ンスタンスへのアクセスを制限するのに使用できます。たとえば、クラスターを作成したときに割り
当てたポートと、クラスターにアクセスするのに使用する IP アドレスを使用して TCP へのアクセス
を許可する、このセキュリティグループのカスタムルールを作成できます。
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Memcached クラスターのデフォルトのポートは 11211 です。
2. EC2 インスタンス (ウェブサーバーとアプリケーションサーバー) 用の VPC セキュリティグループを

作成します。このセキュリティグループは、必要に応じて VPC のルーティングテーブルを介してイン
ターネットから EC2 インスタンスへのアクセスを許可できます。例えば、ポート 22 経由で EC2 イ
ンスタンスへの TCP アクセスを許可するルールをこのセキュリティグループに設定できます。

3. EC2 インスタンス用に作成したセキュリティグループからの接続を許可するクラスターのセキュリ
ティグループで、カスタムルールを作成します。これは、セキュリティグループのメンバーにクラス
ターへのアクセスを許可します。

Note

[Local Zones] の使用を計画している場合、それらが有効になっていることを確認します。そ
のローカルゾーンにサブネットグループを作成すると、VPC はそのローカルゾーンに拡張さ
れ、VPC はそのサブネットを他のアベイラビリティーゾーンのサブネットとして扱います。関連
するすべてのゲートウェイとルートテーブルが自動的に調整されます。

他のセキュリティグループからの接続を許可する VPC セキュリティグループでルールを作成する
には

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。
3. クラスターインスタンスに使用するセキュリティグループを選択または作成します。[インバウンド

ルール] で、[インバウンドルールの編集] を選択し、[ルールの追加] を選択します。このセキュリティ
グループは、他のセキュリティグループのメンバーへのアクセスを許可します。

4. [Type] で [Custom TCP Rule] を選択します。

a. [Port Range] ポートには、クラスター作成時に使用したポートを指定します。

Memcached クラスターのデフォルトのポートは 11211 です。
b. [Source] ボックスに、セキュリティグループの ID の入力を開始します。リストから、Amazon 

EC2 インスタンスに使用するセキュリティグループを選択します。
5. 終了したら、[Save] を選択します。

ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが異なる Amazon VPC に
ある場合の ElastiCache クラスターへのアクセス

クラスターがアクセスに使用している EC2 インスタンスとは異なる VPC にある場合、そのクラスターに
アクセスする方法はいくつかあります。クラスターと EC2 インスタンスが別の VPC にあっても同じリー
ジョンにある場合は、VPC ピア接続を使用できます。クラスターと EC2 インスタンスが異なるリージョ
ンにある場合、リージョン間の VPN 接続を作成できます。
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トピック
• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが同じリージョンの異なる Amazon VPC にある

場合の ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 219)
• ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが異なるリージョンの異なる Amazon VPC にあ

る場合の ElastiCache クラスターへのアクセス (p. 220)

 

ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが同じリージョンの異なる Amazon VPC に
ある場合の ElastiCache クラスターへのアクセス

次の図は、同じリージョンの異なる Amazon VPC での、Amazon VPC ピア接続を使用した、Amazon 
EC2 インスタンスによるクラスターへのアクセスを示しています。

同じリージョンの異なる Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスによってアクセスされるクラスター 
- VPC ピア接続

VPC ピア接続は、プライベート IP アドレスを使用して 2 つの VPC 間でトラフィックをルーティングする
ことを可能にするネットワーク接続です。どちらの VPC のインスタンスも、同じネットワーク内に存在
しているかのように、相互に通信できます。VPC ピア接続は、自分の Amazon VPC 間、または、1 つの
リージョン内の他の AWS アカウントにある Amazon VPC との間に作成できます。Amazon VPC ピア接
続の詳細については、「VPC ドキュメント」を参照してください。

Note

ElastiCache VPC に適用される設定によっては、ピア接続された VPC の DNS 名前解決が失敗す
ることがあります。これを解決するには、両方の VPC を、DNS ホスト名および DNS 解決に対し
て有効にする必要があります。詳細については、「VPC ピアリング接続の DNS 解決を有効にす
る」を参照してください。

ピア接続経由で別の Amazon VPC のクラスターにアクセスするには

1. 2 つの VPC に、重複する IP 範囲がないことを確認します。重複する IP 範囲がある場合、それらをピ
ア接続することができません。

2. 2 つの VPC をピア接続します。詳細については、「VPC ピア接続の作成と使用」を参照してくださ
い。

3. ルーティングテーブルを更新します。詳細については、「VPC ピア接続のルートテーブルを更新す
る」を参照してください

前述の図に示した例のルートテーブルは次のようになります。pcx-a894f1c1 はピア接続であることに
注意してください。
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VPC ルーティングテーブル
4. ElastiCache クラスターのセキュリティグループを変更して、ピア接続 VPC のアプリケーションセ

キュリティグループからのインバウンド接続を許可します。詳細については、「ピア VPC セキュリ
ティグループの参照」を参照してください。

ピア接続によりクラスターにアクセスすると、追加のデータ転送コストが発生します。

Transit Gateway の使用

トランジットゲートウェイを使用すると、同じ AWS リージョンに VPC と VPN 接続をアタッチして、そ
れらの間でトラフィックをルーティングできます。トランジットゲートウェイは AWS アカウント間で機
能し、AWS Resource Access Manager を使用してトランジットゲートウェイを他のアカウントと共有で
きます。他のAWSアカウントと Transit Gateway を共有した後、アカウントの所有者は Transit Gateway 
にそれらの VPC をアタッチすることができます。どちらのアカウントのユーザーも、アタッチメントをい
つでも削除できます。

Transit Gateway でマルチキャストを有効にしてから、ドメインに関連付ける VPC アタッチメントを介し
てマルチキャストソースからマルチキャストグループメンバーにマルチキャストトラフィックを送信でき
るようにする Transit Gateway マルチキャストドメインを作成できます。

また、異なるAWSリージョンで Transit Gateway 間にピア接続アタッチメントを作成することもできま
す。これにより、異なるリージョン間で Transit Gateway のアタッチメント間でトラフィックをルーティ
ングできます。

詳細については、「トランジットゲートウェイ」を参照してください。

ElastiCache クラスターと Amazon EC2 インスタンスが異なるリージョンの異なる Amazon VPC 
にある場合の ElastiCache クラスターへのアクセス

トランジット VPC の使用

VPC ピアリングの代わりに使用する、複数の、地理的に離れた VPC とリモートネットワークを接続する
別の一般的な方法は、グローバルなネットワーク中継センターとして機能する中継 VPC の作成です。中継 
VPC はネットワーク管理を単純化して、複数の VPC とリモートのネットワークを接続するために必要な
接続数を最小限に抑えます。この設計は、コロケーション中継ハブを物理的に設立したり、物理的なネッ
トワーク設備をデプロイしたりするための従来の費用をほとんどかけずに実装できるため、時間と労力を
節約し、コストも削減できます。
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異なるリージョンの異なる VPC 間での接続

中継 Amazon VPC が確立できたら、1 つのリージョンの「スポーク」 VPC でデプロイしたアプリケー
ションを、別のリージョン内の「スポーク」 VPC で ElastiCache クラスターに接続できます。

別の AWS リージョン内の異なる VPC のクラスターにアクセスするには

1. Transit VPC ソリューションをデプロイします。詳細については、「AWS Transit Gateway」を参照し
てください。

2. アプリおよびキャッシュ VPC の VPC ルーティングテーブルを更新し、VGW (仮想プライベートゲー
トウェイ) および VPN アプライアンスを通じてトラフィックをルーティングします。ボーダーゲート
ウェイプロトコル (BGP) を使用した動的ルーティングの場合、ルートは自動的に伝達される可能性が
あります。

3. ElastiCache クラスターのセキュリティグループを変更して、アプリケーションインスタンスの IP 範
囲からのインバウンド接続を許可します。このシナリオでは、アプリケーションサーバーセキュリ
ティグループを参照することはできません。

リージョン間でクラスターにアクセスすると、ネットワークのレイテンシーが生じ、リージョン間のデー
タ転送コストが追加で発生します。

顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの ElastiCache クラ
スターへのアクセス

もう 1 つシナリオとして、クライアントまたは顧客のデータセンター内のアプリケーションが VPC の 
ElastiCache クラスターにアクセスする必要がある場合のようなハイブリッドアーキテクチャが考えられ
ます。このシナリオは、顧客の VPC とデータセンター間で VPN または Direct Connect による接続がある
場合にサポートされます。

トピック
• 顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの VPN 接続を使用した ElastiCache クラ

スターへのアクセス (p. 222)
• 顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの Direct Connect を使用した ElastiCache 

クラスターへのアクセス (p. 222)
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顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの VPN 接続を使用した ElastiCache 
クラスターへのアクセス

次の図は、VPN 接続を使用して社内ネットワークで実行されるアプリケーションから ElastiCache クラス
ターにアクセスする様子を示しています。

VPN によるデータセンターから ElastiCache への接続

VPN 接続経由でオンプレミスアプリケーションから VPC のクラスターにアクセスするには

1. VPC にハードウェア仮想プライベートゲートウェイを追加して、VPN 接続を確立します。詳細につ
いては、「VPC へのハードウェア仮想プライベートゲートウェイの追加」を参照してください。

2. ElastiCache クラスターがデプロイされているサブネットの VPC ルーティングテーブルを更新して、
オンプレミスアプリケーションサーバーからのトラフィックを許可します。BGP を使用した動的ルー
ティングの場合、ルートは自動的に伝達される可能性があります。

3. ElastiCache クラスターのセキュリティグループを変更して、オンプレミスアプリケーションサー
バーからのインバウンド接続を許可します。

VPN 接続経由でクラスターにアクセスすると、ネットワークのレイテンシーが生じ、追加のデータ転送コ
ストが発生します。

 

顧客のデータセンター内で実行されるアプリケーションからの Direct Connect を使用した 
ElastiCache クラスターへのアクセス

次の図は、Direct Connect を使用して社内ネットワークで実行されるアプリケーションから ElastiCache 
クラスターにアクセスする様子を示しています。
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Direct Connect によるデータセンターから ElastiCache への接続

Direct Connect を使用して、ネットワークで実行されるアプリケーションから ElastiCache クラス
ターにアクセスするには

1. Direct Connect 接続を確立します。詳細については、「AWS Direct Connect 入門ガイド」を参照して
ください。

2. ElastiCache クラスターのセキュリティグループを変更して、オンプレミスアプリケーションサー
バーからのインバウンド接続を許可します。

DX 接続経由でクラスターにアクセスすると、ネットワークのレイテンシーが生じ、追加のデータ転送料
金が発生する場合があります。

VPC への EC2-Classic クラスターの移行
Note

2022 年 8 月 15 日に、EC2-Classic の提供を終了しｈます。

EC2-Classic プラットフォームの一部のレガシー ElastiCache クラスターは、Amazon VPC にはない場合
があります。AWS Management Console を使用して、次の手順を使用してそれを Amazon VPC に移動し
ます。

VPC への EC2-Classic クラスターの移行
Note

クラスターが EC2-Classic プラットフォームにあるかどうかを確認するには、「クラスターのプ
ラットフォームの確認 (p. 94)」を参照してください。
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1. まず、Virtual Private Cloud (VPC) を作成する必要があります。VPC を作成するには、[Virtual Private 
Cloud (VPC) の作成] の手順を実行します。

2. VPC を作成したら、以下の手順に従って、[サブネットおよびサブネットグループ] でサブネットグ
ループを作成します。

3. VPC には、デフォルトのセキュリティグループが用意されています。それを使用することを選択する
か、または、Amazon VPC ドキュメントの「VPC のセキュリティグループ」の手順で作成できます。

4. Memcached クラスターの作成。[Memcached の詳細設定] の下の [サブネットグループ] で、以前に作
成した VPC に属するサブネットグループを選択します。VPC での Memcached クラスターの作成方
法の詳細については、「Memcached クラスターの作成」を参照してください。

5. EC2-Classic インスタンスを VPC の ElastiCache for Memcached クラスターにリンクするには、ま
ず ClassicLink 用の VPC を有効にする必要があります。VPC のルーティングが ClassicLink のプライ
ベート IP アドレス範囲と競合する場合、EC2-Classic 用の VPC を有効にすることはできません。詳
細については、「ClassicLink のルーティング」を参照してください。

ClassicLink 用に VPC を有効にするには

• Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
• 画面左枠のナビゲーションペインで、[Your VPCs] を選択します。
• VPC を選択します。
• [Actions (アクション)]、[ClassicLink の有効化] を選択します。
• 確認を求めるメッセージが表示されたら、[ClassicLink の有効化] を選択します。
• (オプション) パブリック DNS ホスト名をプライベート IP アドレスに解決するには、インスタ

ンスをリンクする前に、VPC の ClassicLink DNS サポートを有効にします。詳細については、
「ClassicLink DNS サポートの有効化」を参照してください。

6. 最後に、[クラスターのノードの接続] の手順に従って、EC2 インスタンスから ElastiCache クラス
ターに接続します。

Note

前の世代のノードタイプは、VPC プラットフォームではサポートされない場合があります。VPC 
でサポートされているノードタイプの完全なリストについては、「AWS リージョン別のサポート
対象ノードタイプ (p. 52)」を参照してください。
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Virtual Private Cloud (VPC) の作成
この例では、各アベイラビリティーゾーンのプライベートサブネットを持つ Amazon VPC を作成します。

Amazon VPC の作成 (コンソール)

Amazon Virtual Private Cloud 内に ElastiCache キャッシュクラスターを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. VPC ダッシュボードで、[Create VPC] (VPC の作成) を選択します。
3. [Resources to create] (作成するリソース) で、[VPC only] (VPC など) を選択します。
4. [Number of Availability Zones (AZs)] (アベイラビリティゾーンの数 (AZ)) で、サブネットを起動するア

ベイラビリティーゾーンの数を選択します。
5. [Number of public subnets] (パブリックサブネットの数) で、VPC に追加するパブリックサブネットの

数を選択します。
6. [Number of private subnets] (プライベートサブネットの数) で、VPC に追加するプライベートサブ

ネットの数を選択します。

Tip

サブネットの識別子と、どちらがパブリックで、どちらがプライベートであるかを書き留め
ておきます。この情報は、後でクラスターを起動し、Amazon VPC に Amazon EC2 インス
タンスを追加するときに必要になります。

7. Amazon VPC セキュリティグループを作成します。キャッシュクラスターと Amazon EC2 インスタ
ンスでは、このグループを使用します。

a. Amazon VPC Management Console のナビゲーションペインで、[Security Group (セキュリティ
グループ)] を選択します。

b. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
c. 対応するボックスにセキュリティグループの名前と説明を入力します。[VPC] ボックスで 

Amazon VPC の ID を選択します。

d. すべての設定が正しいことを確認したら、[Yes, Create] を選択します。
8. セキュリティグループのネットワーク Ingress ルールを定義します。このルールは、Secure Shell 

(SSH) を使用して Amazon EC2 インスタンスに接続することを許可します。
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a. ナビゲーションリストで [Security Groups] を選択します。
b. リストで対象となるセキュリティグループを探して選択します。
c. [Security Group] の下で、[Inbound] タブを選択します。[Create a new rule] ボックスで、[SSH] を

選択し、[Add Rule] を選択します。
d. 新しいインバウンドルールに次の値を設定して、HTTP へのアクセスを許可します。

• [Type]: HTTP
• ソース: 0.0.0.0/0

[Apply Rule Changes] を選択します。

これで、キャッシュサブネットグループを作成して Amazon VPC でキャッシュクラスターを起動する準備
が整いました。

• サブネットグループの作成 (p. 234)
• Memcached クラスター (CLI) の作成 (コンソール) (p. 74).
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Amazon VPC で実行されるキャッシュクラスターへの接続
この例では、Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスを起動する方法を示します。次に、このインス
タンスにログインし、その Amazon VPC で実行中の ElastiCache クラスターにアクセスできます。

Amazon VPC で実行されるキャッシュクラスターへの接続 (コンソール)
この例では、Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスを作成します。この Amazon EC2 インスタンス
を使用して、Amazon VPC で実行中のキャッシュノードに接続できます。

Note

Amazon EC2 の使用に関する詳細は、Amazon EC2 ドキュメントの「Amazon EC2 入門ガイド」
を参照してください。

Amazon EC2 コンソールを使用して Amazon VPC で Amazon EC2 インスタンスを作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. コンソールで、[Launch Instance (インスタンスの起動)] を選択し、以下の手順を実行します。
3. [Choose an Amazon Machine Image (AMI) (Amazon マシンイメージ (AMI) の選択)] ページで、64 

ビット Amazon Linux AMI を選択し、[選択] を選択します。
4. [インスタンスタイプの選択] ページで、[3.] を選択します。[インスタンスの設定]。
5. [インスタンスの詳細の設定] ページで以下の項目を選択します。

a. [ネットワーク] リストで、Amazon VPC を選択します。
b. [サブネット] リストで、パブリックサブネットを選択します。

すべての設定が正しいことを確認したら、[4.] を選択します。[Add Storage] (ストレージの追加)。
6. [ストレージの追加] ページで、[5. ] を選択します。[Tag Instance] (インスタンスのタグ付け)。
7. [インスタンスのタグ付け] ページで、Amazon EC2 インスタンスの名前を入力し、[6. ] を選択しま

す。[Configure Security Group] (セキュリティグループの設定)。
8. [セキュリティグループの設定] ページで [Select an existing security group (既存のセキュリティグ

ループの選択)] を選択します。セキュリティグループの詳細については、「Linux インスタンス用の 
Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。
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Amazon VPC セキュリティグループの名前を選択し、[Review and Launch (確認および起動)] を選択
します。

9. [Review Instance and Launch (インスタンスの確認および起動)] ページで、[起動] を選択します。
10. [Select an existing key pair or create a new key pair (既存のキーペアを選択するか新しいキーペアを作

成する)] ウィンドウで、このインスタンスで使用するキーペアを指定します。

Note

キーペアの管理の詳細については、「Amazon EC2 入門ガイド」を参照してください。
11. Amazon EC2 インスタンスを起動する準備ができたら、[起動] を選択します。

これで、先ほど作成した Amazon EC2 インスタンスにElastic IP アドレスを割り当てることができます。
この IP アドレスは、Amazon EC2 インスタンスに接続するときに使用する必要があります。

Elastic IP アドレスを割り当てるには (コンソール)

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. ナビゲーションリストで [Elastic IP] を選択します。
3. [Elastic IP アドレスの割り当て] を選択します。
4. [Allocate Elastic IP address (Elastic IP アドレスを割り当てる)] ダイアログボックスで、デフォルトの 

[ネットワークボーダーグループ] を受け入れ、[割り当て] を選択します。
5. リストから割り当てた Elastic IP アドレスを選択し、[アドレスの関連付け] を選択します。
6. [アドレスの関連付け] ダイアログボックスの [インスタンス] ボックスで、起動した Amazon EC2 イン

スタンスの ID を選択します。

[プライベート IP アドレス] ボックスで、プライベート IP アドレスを取得するボックスを選択し、[関
連付け] を選択します。

これで、SSH を使用して、作成した Elastic IP アドレスを使用して Amazon EC2 インスタンスに接続
できるようになりました。
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Amazon EC2 インスタンスに接続するには

• コマンドウィンドウを開きます。コマンドプロンプトで、次のコマンドを実行しま
す。mykeypair.pem をご使用のキーペアファイルの名前に、54.207.55.251 をご使用の Elastic IP アド
レスに置き換えます。

ssh -i mykeypair.pem ec2-user@54.207.55.251 

Important

まだ Amazon EC2 インスタンスからログアウトしないでください。

これで、ElastiCache クラスターを操作する準備ができました。まだ telnet ユーティリティをインストール
していない場合、これを行うには、このユーティリティをインストールする必要があります。

telnet をインストールし、キャッシュクラスター (AWS CLI) を操作するには

1. コマンドウィンドウを開きます。コマンドプロンプトで、次のコマンドを発行します。確認のプロン
プトが表示されたら、「y」を入力します。

sudo yum install telnet
Loaded plugins: priorities, security, update-motd, upgrade-helper
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check

...(output omitted)...

Total download size: 63 k
Installed size: 109 k
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
telnet-0.17-47.7.amzn1.x86_64.rpm                        |  63 kB     00:00   

...(output omitted)...

Complete!
    

2. ElastiCache コンソール (https://console.aws.amazon.com/elasticache/) に移動して、キャッシュク
ラスターのいずれかのノードのエンドポイントを取得します。詳細情報については、Memcached の
「接続エンドポイントの検索」を参照してください。

3. telnet を使用して、ポート 11211 でキャッシュノードのエンドポイントに接続します。以下に示すホ
スト名をキャッシュノードのホスト名に置き換えます。

telnet my-cache-cluster.7wufxa.0001.use1.cache.amazonaws.com 11211

これで、キャッシュエンジンに接続され、コマンドを実行できます。この例では、キャッシュにデー
タ項目を追加し、その後すぐにそれを取得します。最後に、キャッシュノードから切断します。

キーと値を保存するには、次の 2 行を入力します。

add mykey 0 3600 28
This is the value for mykey

キャッシュエンジンは以下のように応答します。
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OK

[mykey] の値を取得するには、次のように入力します。

get mykey

キャッシュエンジンは以下のように応答します。

VALUE mykey 0 28
This is the value for my key
END

キャッシュエンジンから切断するには、次のように入力します。

quit

Important

AWS アカウントの追加料金が発生しないように、これらの例を試した後で、今後使用しない 
AWS リソースはすべて削除してください。

Amazon ElastiCache API とインターフェイス VPC エ
ンドポイント (AWS PrivateLink)
インターフェイス VPC エンドポイントを作成することで、VPC と Amazon ElastiCache API エンドポイ
ント間にプライベート接続を確立できます。インターフェイスエンドポイントは AWS PrivateLink を使用
します。AWS PrivateLink を使用すると、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、また
は AWS Direct Connect 接続なしで、Amazon ElastiCache API オペレーションにプライベートにアクセス
できます。

VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Amazon ElastiCache API エンドポイントと
通信できます。また、ElastiCache API オペレーションの使用にも、パブリック IP アドレスを必要とし
ません。VPC と Amazon ElastiCache 間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。各イ
ンターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表さ
れます。Elastic Network Interface の詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「Elastic Network 
Interface」を参照してください。

• VPC エンドポイントの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

• ElastiCache API オペレーションの詳細については、「ElastiCache API オペレーション」を参照してく
ださい。

インターフェイス VPC エンドポイントを作成した後、エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を
有効にすると、デフォルトの ElastiCache エンドポイント (https://elasticache.Region.amazonaws.com) 
はお客様の VPC エンドポイントに解決されます。プライベート DNS ホスト名を有効にしない場合
は、Amazon VPC が以下の形式で使用できる DNS エンドポイント名を提供します。

VPC_Endpoint_ID.elasticache.Region.vpce.amazonaws.com

API バージョン 2015-02-02
230

http://aws.amazon.com/privatelink
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-interface.html#vpce-private-dns


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

Amazon ElastiCache API とインターフェイ
ス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「AWSインターフェイス VPC エンドポイント (
PrivateLink)」をご参照ください。ElastiCache は、VPC 内のすべての API アクションへの呼び出しをサ
ポートしています。

Note

プライベート DNS ホスト名は、VPC 内の 1 つの VPC エンドポイントに対してのみ有効にでき
ます。追加の VPC エンドポイントを作成する場合は、プライベート DNS ホスト名を無効にする
必要があります。

VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon ElastiCache API エンドポイントのインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、
「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認し
てください。Amazon ElastiCache リソースの管理に関連するすべての ElastiCache API オペレーション
は、AWS PrivateLink を使用して VPC から利用することができます。

VPC エンドポイントポリシーは ElastiCache API エンドポイントでサポートされます。デフォルトでは、
エンドポイント経由で ElastiCache API オペレーションへのフルアクセスが許可されます。詳細について
は、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロール」
を参照してください。

ElastiCache API 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作
成
Amazon ElastiCache API 用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI で作成
できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントの作
成」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントを作成した後、エンドポイントのプライベート DNS ホス
ト名を有効にできます。その場合、デフォルトの Amazon ElastiCache エンドポイント (https://
elasticache.Region.amazonaws.com) は、お客様の VPC エンドポイントに解決されます。中国 (北京) お
よび 中国 (寧夏) AWS リージョンの場合、北京に elasticache.cn-north-1.amazonaws.com.cn、
寧夏に elasticache.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn を使用して VPC エンドポイントで API 
リクエストを行うことができます。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェ
イスエンドポイント経由でのサービスへのアクセス」を参照してください。

Amazon ElastiCache API 用の VPC エンドポイントポリシーの作
成
VPC エンドポイントに ElastiCache API へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをア
タッチできます。本ポリシーでは、以下を規定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

Example ElastiCache API アクションの VPC エンドポイントポリシー

ElastiCache API のエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーは、エンドポイントにア
タッチされると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている ElastiCache API 
アクションへのアクセスを許可します。
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{ 
 "Statement": [{ 
  "Principal": "*", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
   "elasticache:CreateCacheCluster", 
   "elasticache:ModifyCacheCluster"    
  ], 
  "Resource": "*" 
 }]
}

Example 指定した AWS アカウントからのすべてのアクセスを拒否する VPC エンドポイントポリ
シー

次の VPC エンドポイントポリシーは、AWS アカウント 123456789012 がエンドポイントを使用するリ
ソースへのすべてのアクセスを拒否します。このポリシーは、他のアカウントからのすべてのアクション
を許可します。

{ 
 "Statement": [{ 
   "Action": "*", 
   "Effect": "Allow", 
   "Resource": "*", 
   "Principal": "*" 
  }, 
  { 
   "Action": "*", 
   "Effect": "Deny", 
   "Resource": "*", 
   "Principal": { 
    "AWS": [ 
     "123456789012" 
    ] 
   } 
  } 
 ]
}

サブネットおよびサブネットグループ
[サブネットグループ] は、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 環境で実行しているクラスターに対して指
定できるサブネット (通常はプライベート) の集合です。

Amazon VPC でクラスターを作成する場合、サブネットグループを指定する必要があります。ElastiCache 
はそのキャッシュサブネットグループを使用して、そのサブネット内でノードに関連付けるサブネットお
よび IP アドレスを選択します。

ElastiCache はデフォルトの IPv4 サブネットグループを提供しています。または、新しいサブネットグ
ループを作成することもできます。IPv6 の場合は、IPv6 CIDR ブロックを使用するサブネットグループを
作成する必要があります。デュアルスタックを選択した場合は、[Discovery IP type] (検出 IP タイプ) (IPv6 
または IPv4) を選択する必要があります。

このセクションでは、サブネットおよびサブネットグループを作成し活用して、ElastiCache リソースへ
のアクセスを管理する方法を扱います。

Amazon VPC 環境でのサブネットグループの使用方法の詳細については、「ステップ 3: クラスターへの
アクセスの許可 (p. 23)」を参照してください。

トピック
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• サブネットグループの作成 (p. 234)
• クラスターにサブネットグループを割り当てる (p. 237)
• サブネットグループの変更 (p. 238)
• サブネットグループの削除 (p. 240)
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サブネットグループの作成
キャッシュサブネットグループは、VPC 内でキャッシュクラスターとして指定できるサブネットの集合で
す。VPC でキャッシュクラスターを起動する場合は、キャッシュサブネットグループを選択する必要があ
ります。次に、ElastiCache ではそのキャッシュサブネットグループを使用して、サブネット内の IP アド
レスをクラスター内の各キャッシュノードに割り当てます。

新しいサブネットグループを作成する場合は、使用可能な IP アドレス数に注意してください。サブネット
の空き IP アドレス数が非常に少ない場合は、クラスターに追加できるノード数が制約される可能性があり
ます。この問題を解決するために、クラスターのアベイラビリティーゾーンで十分な数の IP アドレスを使
用できるように、サブネットグループに 1 つ以上のサブネットを割り当てることができます。その後で、
クラスターにノードを追加できます。

ネットワークタイプとして IPv4 を選択した場合は、デフォルトのサブネットグループが利用でき、新しい
サブネットグループを作成することもできます。ElastiCache はそのキャッシュサブネットグループを使
用して、そのサブネット内でノードに関連付けるサブネットおよび IP アドレスを選択します。デュアルス
タックまたは IPV6 を選択すると、デュアルスタックまたは IPV6 サブネットを作成するように指示されま
す。ネットワークタイプの詳細については、「ネットワークタイプの選択 (p. 68)」を参照してください。
詳細については、「VPC にサブネットを作成する」を参照してください。

以下の手順では、mysubnetgroup (コンソール)、AWS CLI、および ElastiCache API というサブネット
グループを作成する方法を示します。

サブネットグループの作成 (コンソール)

次の手順では、サブネットグループ (コンソール) を作成する方法を示します。

サブネットグループ (コンソール) を作成するには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションリストで [ Subnet Groups] を選択します。
3. [Create Subnet Group] を選択します。
4. Create Subnet Group ウィザードで、次の操作を行います。すべての設定が正しいことを確認した

ら、[Yes, Create] を選択します。

a. [Name] ボックスにサブネットグループの名前を入力します。
b. [Description] ボックスにサブネットグループの説明を入力します。
c. [VPC ID] ボックスで、作成した Amazon VPC を選択します。
d. [Availability Zone] および [Subnet ID] リストで、プライベートサブネットのアベイラビリティー

ゾーンまたは [Local Zone] と ID を選択し、[Add] を選択します。

API バージョン 2015-02-02
234

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/working-with-vpcs.html#AddaSubnet
https://console.aws.amazon.com/elasticache/
https://console.aws.amazon.com/elasticache/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/Local_zones.html


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

サブネットおよびサブネットグループ

5. 表示された確認メッセージで、[Close] を選択します。

ElastiCache コンソールの [サブネットグループ] のリストに新しいサブネットグループが表示されます。
ウィンドウの下部で、サブネットグループを選択して、ウィンドウの下部で詳細 (このグループに関連付
けられているすべてのサブネットなど) を確認します。

サブネットグループの作成 (AWS CLI)
コマンドプロンプトで、create-cache-subnet-group コマンドを使用してサブネットグループを作成
します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-subnet-group \ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \ 
    --cache-subnet-group-description "Testing" \ 
    --subnet-ids subnet-53df9c3a

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-subnet-group ^ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^ 
    --cache-subnet-group-description "Testing" ^ 
    --subnet-ids subnet-53df9c3a

このコマンドでは、次のような出力が生成されます。

{ 
    "CacheSubnetGroup": { 
        "VpcId": "vpc-37c3cd17",  
        "CacheSubnetGroupDescription": "Testing",  
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        "Subnets": [ 
            { 
                "SubnetIdentifier": "subnet-53df9c3a",  
                "SubnetAvailabilityZone": { 
                    "Name": "us-west-2a" 
                } 
            } 
        ],  
        "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup" 
    }
}

詳細については、AWS CLI のトピック「create-cache-subnet-group」を参照してください。

サブネットグループの作成 (ElastiCache API)

以下のパラメータを指定して、ElastiCache API を使用して CreateCacheSubnetGroup を呼び出しま
す。

• CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup
• CacheSubnetGroupDescription==Testing
• SubnetIds.member.1=subnet-53df9c3a

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=CreateCacheSubnetGroup 
    &CacheSubnetGroupDescription=Testing 
    &CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &SubnetIds.member.1=subnet-53df9c3a  
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &Version=2014-12-01 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Signature=<signature> 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host

API バージョン 2015-02-02
236

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/elasticache/create-cache-subnet-group.html


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

サブネットおよびサブネットグループ

クラスターにサブネットグループを割り当てる
サブネットグループを作成したら、Amazon VPC でクラスターを起動できます。詳細については、以下を
参照してください。

• [Memcached クラスター] – Memcached クラスターを起動するには、「Memcached クラスター (CLI) 
の作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。ステップ 7.a [Advanced Memcached Settings] 
で、VPC サブネットグループを選択します。
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サブネットグループの変更
サブネットグループの説明を変更することや、サブネットグループに関連付けられたサブネット ID のリス
トを変更することができます。クラスターが現在サブネットを使用している場合、サブネットグループか
らそのサブネット ID を削除することはできません。

次の手順では、サブネットグループを変更する方法を示します。

サブネットグループの変更 (コンソール)

サブネットグループを変更するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. [Navigation] ペインで、[Subnet Groups] (サブネットグループ)を選択します。
3. サブネットグループのリストで、変更するグループを選択します。
4. ElastiCache コンソールの下部で、サブネットグループの説明またはサブネット ID のリストを変更し

ます。変更を保存するには [保存] を選択します。

サブネットグループの変更 (AWS CLI)

コマンドプロンプトで、modify-cache-subnet-group コマンドを使用してサブネットグループを変更
します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-subnet-group \ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup \ 
    --cache-subnet-group-description "New description" \ 
    --subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-subnet-group ^ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup ^ 
    --cache-subnet-group-description "New description" ^ 
    --subnet-ids "subnet-42df9c3a" "subnet-48fc21a9"

このコマンドでは、次のような出力が生成されます。

{ 
    "CacheSubnetGroup": { 
        "VpcId": "vpc-73cd3c17",  
        "CacheSubnetGroupDescription": "New description",  
        "Subnets": [ 
            { 
                "SubnetIdentifier": "subnet-42dcf93a",  
                "SubnetAvailabilityZone": { 
                    "Name": "us-west-2a" 
                } 
            }, 
            { 
                "SubnetIdentifier": "subnet-48fc12a9",  
                "SubnetAvailabilityZone": { 
                    "Name": "us-west-2a" 
                } 
            } 
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        ],  
        "CacheSubnetGroupName": "mysubnetgroup" 
    }
}

詳細については、AWS CLI のトピック「modify-cache-subnet-group」を参照してください。

サブネットグループの変更 (ElastiCache API)

以下のパラメータを指定して、ElastiCache API を使用して ModifyCacheSubnetGroup を呼び出しま
す。

• CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup
• 変更したいその他のパラメーター値。この例では、CacheSubnetGroupDescription=New
%20description を使用してサブネットグループの説明を変更します。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=ModifyCacheSubnetGroup 
    &CacheSubnetGroupDescription=New%20description 
    &CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup 
    &SubnetIds.member.1=subnet-42df9c3a 
    &SubnetIds.member.2=subnet-48fc21a9 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &Version=2014-12-01 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Signature=<signature> 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host

Note

新しいサブネットグループを作成する場合は、使用可能な IP アドレス数に注意してください。サ
ブネットの空き IP アドレス数が非常に少ない場合は、クラスターに追加できるノード数が制約さ
れる可能性があります。この問題を解決するために、クラスターのアベイラビリティーゾーンで
十分な数の IP アドレスを使用できるように、サブネットグループに 1 つ以上のサブネットを割り
当てることができます。その後で、クラスターにノードを追加できます。
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サブネットおよびサブネットグループ

サブネットグループの削除
サブネットグループが必要ではなくなったと判断した場合、サブネットグループを削除できます。サブ
ネットグループがクラスターで現在使用されている場合、サブネットグループを削除できません。また、
マルチ AZ が有効になっているクラスターのサブネットグループを削除したときに、そのクラスターのサ
ブネット数が 2 つ未満になる場合は、サブネットグループを削除できません。最初にマルチ AZ を無効に
してから、サブネットを削除する必要があります。

次の手順では、サブネットグループを削除する方法を示します。

サブネットグループの削除 (コンソール)

サブネットグループを削除するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. [Navigation] ペインで、[Subnet Groups] (サブネットグループ)を選択します。
3. サブネットグループのリストで、削除する項目を選択して [Delete] を選択します。
4. このオペレーションを確認するよう求められた場合は、[Yes, Delete] を選択します。

サブネットグループの削除 (AWS CLI)

AWS CLI を使用して、以下のパラメーターでコマンド delete-cache-subnet-group を呼び出します。

• --cache-subnet-group-name mysubnetgroup

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache delete-cache-subnet-group \ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup 

Windows の場合:

aws elasticache delete-cache-subnet-group ^ 
    --cache-subnet-group-name mysubnetgroup 

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、AWS CLI のトピック「delete-cache-subnet-group」を参照してください。

サブネットグループの削除 (ElastiCache API)

以下のパラメータを指定して、ElastiCache API を使用して DeleteCacheSubnetGroup を呼び出しま
す。

• CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup

Example

改行は読みやすくするために追加しています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
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    ?Action=DeleteCacheSubnetGroup 
    &CacheSubnetGroupName=mysubnetgroup 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &Version=2014-12-01 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Signature=<signature> 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host

このコマンドでは何も出力されません。

詳細については、ElastiCache API トピックの「DeleteCacheSubnetGroup」を参照してください。

セキュリティグループ: EC2-Classic
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Important

Amazon ElastiCache セキュリティグループは、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 環境で実行
されていないクラスターのみに適用されます。Amazon Virtual Private Cloud で実行している場
合、[セキュリティグループ ] はコンソールのナビゲーションペインでは使用できません。
ElastiCache ノードを Amazon VPC で実行している場合は、Amazon VPC セキュリティグループ
でクラスターへのアクセスを制御します。これは、ElastiCache セキュリティグループとは異なり
ます。Amazon VPC で ElastiCache を使用する方法については、「Amazon VPC と ElastiCache 
のセキュリティ (p. 209)」を参照してください。
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Amazon ElastiCache では、ElastiCache セキュリティグループを使用して、クラスターへのアクセスを制
御することができます。ElastiCache セキュリティグループは、クラスターへのネットワークアクセスを
制御するファイアウォールのように動作します。デフォルトでは、クラスターへのネットワークアクセス
は無効になっています。アプリケーションからキャッシュクラスターにアクセスできるようにするには、
特定の Amazon EC2 セキュリティグループのホストからのアクセスを明示的に有効にする必要がありま
す。入口ルールが設定されると、同じルールがそのセキュリティグループに関連するすべてのクラスター
に適用されます。

クラスターへのネットワークアクセスを許可するには、セキュリティグループを作成
し、AuthorizeCacheSecurityGroupIngress API オペレーション (CLI では authorize-cache-
security-group-ingress) を使用して、必要な Amazon EC2 セキュリティグループを認証します (こ
れにより、許可されている Amazon EC2 インスタンスを指定します)。セキュリティグループは、その作
成時に、または ModifyCacheCluster API オペレーション (CLI では modify-cache-cluster) の使用
時に、クラスターに関連付けられます。

Important

IP 範囲に基づくアクセス制御は現在、個々のクラスターレベルでは有効になっていません。クラ
スターのすべてのクライアントは、EC2 ネットワーク内にある必要があり、前に説明したよう
に、セキュリティグループによって許可されている必要があります。

Amazon VPC で ElastiCache を使用する方法については、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリ
ティ (p. 209)」を参照してください。

Amazon VPC で実行されている Amazon EC2 インスタンスは、EC2-Classic の ElastiCache クラスターに
接続できないことに注意してください。

トピック
• セキュリティグループを作成する (p. 244)
• 利用可能なセキュリティグループを一覧表示する (p. 246)
• Amazon EC2 セキュリティグループへのネットワークアクセスの許可 (p. 248)
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セキュリティグループを作成する
このトピックは、Amazon VPC で実行していない場合にのみ関連します。Amazon VPC で実行している場
合は、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」を参照してください。

セキュリティグループを作成するには、名前と説明を入力する必要があります。

以下の手順では、新しいセキュリティグループを作成する方法を示しています。

セキュリティグループを作成する (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。
3. [Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。
4. [基本的な詳細] で、セキュリティグループの分かりやすい名前と簡単な説明を入力します。名前と説

明は最大 255 文字で、a-z, A-Z, 0-9, spaces and ._-:/()#,@[]+=&{}!$* を含めることが
できます。[VPC] で、セキュリティグループを作成する VPC を選択します。セキュリティグループ
は、それが作成された VPC でのみ使用できます。

5. セキュリティグループルールはここで追加することも、セキュリティグループを作成した後に追加す
ることもできます。セキュリティグループのルールの追加の詳細については、「セキュリティグルー
プへのルールの追加」を参照してください。

6. [Create] を選択します。

セキュリティグループを作成する (AWS CLI)

コマンドプロンプトで、create-cache-security-group パラメータを指定して以下のコマンドを使用
します:

• --cache-security-group-name – 作成するセキュリティグループの名前。

例: mysecuritygroup
• --description – このセキュリティグループの説明

例:「新しいマイセキュリティグループ」

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache create-cache-security-group \ 
    --cache-security-group-name mysecuritygroup \ 
    --description "My new security group"

Windows の場合:

aws elasticache create-cache-security-group ^ 
    --cache-security-group-name mysecuritygroup ^ 
    --description "My new security group"

詳細については、「create-cache-security-group」を参照してください。

セキュリティグループの作成 (ElastiCache API)

以下のパラメータを指定して、ElastiCache API オペレーション CreateCacheSecurityGroup を使用す
る。
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• CacheSecurityGroupName – 作成するセキュリティグループの名前。

例: mysecuritygroup
• Description – このセキュリティグループの URL のエンコードされた説明。

例: My%20security%20group

Example

改行は読みやすくするために追加しています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com / 
    ?Action=CreateCacheSecurityGroup 
    &CacheSecurityGroupName=mysecuritygroup 
    &Description=My%20security%20group    
    &Version=2015-02-02    
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20150202T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>
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利用可能なセキュリティグループを一覧表示する
このトピックは、Amazon VPC で実行していない場合にのみ関連します。Amazon VPC で実行している場
合は、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」を参照してください。

AWS アカウント用に作成されたセキュリティグループを一覧表示できます。

以下の手順では、AWS アカウントで使用可能なセキュリティグループを表示する方法を示しています。

利用可能セキュリティグループを一覧表示する (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon EC2 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

利用可能な セキュリティグループが [ Security Groups] リストに一覧表示されます。

利用可能なセキュリティグループを一覧表示する (AWS CLI)
コマンドプロンプトで、AWS アカウントで利用可能なすべてのセキュリティグループを一覧表示するに
は、describe-cache-security-groups コマンドを使用します。

aws elasticache describe-cache-security-groups

このコマンドの JSON 出力は次のようになります。

{ 
    "Marker": "Marker", 
    "CacheSecurityGroups": [ 
        { 
            "OwnerId": "OwnerId", 
            "CacheSecurityGroupName": "CacheSecurityGroupName", 
            "Description": "Description", 
            "EC2SecurityGroups": [ 
                { 
                    "Status": "Status", 
                    "EC2SecurityGroupName": "EC2SecurityGroupName", 
                    "EC2SecurityGroupOwnerId": "EC2SecurityGroupOwnerId" 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

詳細については、「describe-cache-security-groups」を参照してください。

利用可能なセキュリティグループを一覧表示する (ElastiCache API)
ElastiCache API を使用して、DescribeCacheSecurityGroups を呼び出します。

Example

改行は読みやすくするために追加しています。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeCacheSecurityGroups 
    &MaxRecords=100 
    &Version=2015-02-02 
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    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20150202T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>
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Amazon EC2 セキュリティグループへのネットワークアクセスの
許可
このトピックは、Amazon VPC で実行していない場合にのみ関連します。Amazon VPC で実行している場
合は、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスからクラスターにアクセスする場合、EC2 インスタンスが属する Amazon EC2 
セキュリティグループにアクセスを許可する必要があります。以下の手順では、Amazon EC2 セキュリ
ティグループにアクセスを許可する方法を示します。

Important

• Amazon EC2 セキュリティグループにアクセスを許可する場合、その Amazon EC2 セキュリ
ティグループに属するすべての EC2 インスタンスからクラスターへのアクセスのみが許可され
ます。

• アクセス許可に対する変更が有効になるまでに約 1 分かかります。

Amazon EC2 セキュリティグループへのネットワークアクセスの許可 (コンソー
ル)

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon VPC コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。
3. [Security Groups] リストで、アクセス権限を付与するセキュリティグループの左にあるチェックボッ

クスをオンにします。
4. ウィンドウの下部にある [EC2 Security Group Name] リストで、お客様の Amazon EC2 セキュリティ

グループを選択します。
5. [Add] (追加) を選択します。

Amazon EC2 セキュリティグループへのネットワークアクセスの許可 (AWS CLI)
コマンドプロンプトで、Amazon EC2 セキュリティグループにアクセスを許可するには、authorize-
cache-security-group-ingress コマンドと次のパラメーターを使用します。

• --cache-security-group-name – Amazon EC2 アクセスに付与しているセキュリティグループの名
前。

• --ec2-security-group-name — Amazon EC2 インスタンスが属する Amazon EC2 セキュリティグ
ループの名前。

• --ec2-security-group-owner-id – Amazon EC2 セキュリティグループの所有者の ID。

Example

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache authorize-cache-security-group-ingress \ 
    --cache-security-group-name default  \ 
    --ec2-security-group-name myec2group \ 
    --ec2-security-group-owner-id 987654321021

Windows の場合:

aws elasticache authorize-cache-security-group-ingress ^ 
    --cache-security-group-name default ^ 
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    --ec2-security-group-name myec2group ^ 
    --ec2-security-group-owner-id 987654321021 

このコマンドでは、次のような出力が生成されます。

{ 
    "CacheSecurityGroup": { 
        "OwnerId": "OwnerId",  
        "CacheSecurityGroupName": "CacheSecurityGroupName",  
        "Description": "Description",  
        "EC2SecurityGroups": [ 
            { 
                "Status": "available",  
                "EC2SecurityGroupName": "EC2SecurityGroupName",  
                "EC2SecurityGroupOwnerId": "EC2SecurityGroupOwnerId" 
            } 
        ] 
    }
}

詳細については、「authorize-cache-security-group-ingress」を参照してください。

Amazon EC2 セキュリティグループへのネットワークアクセスの許可 
(ElastiCache API)
以下のパラメータを指定して、ElastiCache API を使用して AuthorizeCacheSecurityGroupIngress
を呼び出します。

• CacheSecurityGroupName – Amazon EC2 アクセスに付与しているセキュリティグループの名前。
• EC2SecurityGroupName — Amazon EC2 インスタンスが属する Amazon EC2 セキュリティグループ

の名前。
• EC2SecurityGroupOwnerId – Amazon EC2 セキュリティグループの所有者の ID。

Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=AuthorizeCacheSecurityGroupIngress 
    &EC2SecurityGroupOwnerId=987654321021 
    &EC2SecurityGroupName=myec2group 
    &Version=2015-02-02 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20150202T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20150202T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature> 

詳細については、「AuthorizeCacheSecurityGroupIngress」を参照してください。

Amazon ElastiCache での Identity and Access 
Managementq
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対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に ElastiCache リ
ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 250)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 250)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 253)
• Amazon ElastiCache で IAM が機能する仕組み (p. 254)
• Amazon ElastiCache のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 259)
• Amazon ElastiCache アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 261)
• アクセスコントロール (p. 263)
• ElastiCache リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 264)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、ElastiCache で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために ElastiCache サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの ElastiCache の機能を使用
するとき、追加の許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適
切な許可をリクエストするうえで役立ちます。ElastiCache の機能にアクセスできない場合は、「Amazon 
ElastiCache アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 261)」を参照してください。

サービス管理者 – 社内の ElastiCache リソースを担当している場合は、通常、ElastiCache に完全にアクセ
スすることができます。サービスのユーザーがどの ElastiCache 機能やリソースにアクセスするかを決め
るのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更
する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。ご自分の会社
で ElastiCache を使って IAM をいかに使用すべきかの詳細については、「Amazon ElastiCache で IAM が
機能する仕組み (p. 254)」を参照してください。

IAM 管理者 – IAM 管理者は、ElastiCache へのアクセスを管理するポリシーを作成する方法の詳細を知り
たい場合があります。IAM で使用できる ElastiCache アイデンティティベースのポリシーの例を表示する
には、「Amazon ElastiCache のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 259)」を参照してくださ
い。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。
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アイデンティティを使用した認証

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
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アイデンティティを使用した認証

永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポ
リシー内で、アクションに追加の依存アクションが必要かどうかを確認するには、「サービス認証リ
ファレンス」の「Amazon Kinesis Data Analytics のアクション、リソース、および条件キー」を参照
してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• 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は、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
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ポリシーを使用したアクセスの管理

インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon ElastiCache で IAM が機能する仕組み
IAM を使用して ElastiCache へのアクセスを管理する前に、ElastiCache で利用できる IAM の機能につい
て学びます。

Amazon ElastiCache で使用できる IAM の機能

IAM 機能 ElastiCache のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 255) はい
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IAM 機能 ElastiCache のサポート

リソースベースのポリシー (p. 255) いいえ

ポリシーアクション (p. 256) はい

ポリシーリソース (p. 257) はい

ポリシー条件キー (p. 257) はい

ACL (p. 258) はい

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 258) はい

一時的な認証情報 (p. 258) はい

プリンシパル許可 (p. 259) はい

サービスロール (p. 259) はい

サービスにリンクされたロール (p. 259) はい

大部分の IAM 機能が ElastiCache および AWS のその他のサービスでどのように連携するかに関するお
おまかな説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくださ
い。

ElastiCache のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

ElastiCache のアイデンティティベースのポリシーの例

ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon ElastiCache のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 259)」でご確認ください。

ElastiCache 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
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のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

ElastiCache のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

ElastiCache アクションのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Kinesis 
Data Analytics で定義されるアクション」を参照してください。

ElastiCache のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

elasticache

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "elasticache:action1", 
      "elasticache:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "elasticache:Describe*"

ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon ElastiCache のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 259)」でご確認ください。
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ElastiCache のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

ElastiCache リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の
「Amazon Kinesis Data Analytics で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リ
ソースの ARN を指定できるかについては、「Amazon Kinesis Data Analytics で定義されるアクション」
を参照してください。

ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon ElastiCache のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 259)」でご確認ください。

ElastiCache のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

ElastiCache の条件キーのリストを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Kinesis 
Data Analytics の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについて
は、「Amazon Kinesis Data Analytics で定義されるアクション」を参照してください。
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ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「Amazon ElastiCache のアイデンティティ
ベースのポリシーの例 (p. 259)」でご確認ください。

ElastiCache のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

ElastiCache での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

ElastiCache での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
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時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

ElastiCache のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリシー内で、アクションに追加の依存アクション
が必要かどうかを確認するには、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Kinesis Data Analytics のア
クション、リソース、および条件キー」を参照してください。

ElastiCache のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ル です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「AWS のサービス に許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、ElastiCache の機能が破損する可能性がありま
す。ElastiCache が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

ElastiCache 用のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
リンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon ElastiCache のアイデンティティベースのポ
リシーの例
デフォルトで、ユーザーとロールには ElastiCache リソースを作成または変更する許可がありません。ま
た、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を使用して
タスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するためのアク
セス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM ポリシー
を追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。
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これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

ElastiCache が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細に
ついては、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Kinesis Data Analytics のアクション、リソース、
および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 260)
• ElastiCache コンソールの使用 (p. 260)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 261)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰が ElastiCache リソースを作成、アクセス、または削
除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生す
る可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイ
ドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

ElastiCache コンソールの使用
Amazon ElastiCache コンソールにアクセスするには、アクセス許可の最小限のセットが必要です。これら
のアクセス許可により、AWS アカウント の ElastiCache リソースの詳細をリストおよび表示できます。
最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを
持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。
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AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き ElastiCache コンソールを使用できるようにするには、エンティティに 
ElastiCache ConsoleAccess または ReadOnly AWS 管理ポリシーもアタッチします。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon ElastiCache アイデンティティとアクセスの
トラブルシューティング
次の情報は、ElastiCache と IAM の使用に伴い発生する可能性のある、一般的な問題の診断や修復に役立
ちます。

トピック
• ElastiCache でアクションを実行する権限がない (p. 262)
• iam:PassRole を実行することが認可されていません (p. 262)

API バージョン 2015-02-02
261

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

トラブルシューティング

• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに ElastiCache リソースへのアクセスを許可したい (p. 262)

ElastiCache でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。

以下のエラー例は、mateojackson ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の elasticache:GetWidget 許可がないとい
う場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 elasticache:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、elasticache:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソー
スへのアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam:PassRole を実行することが認可されていません
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
ElastiCache にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して ElastiCache でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに ElastiCache リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• ElastiCache がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、「Amazon ElastiCache で 
IAM が機能する仕組み (p. 254)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。
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• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

アクセスコントロール
リクエストを認証するために有効な認証情報を持つことができますが、アクセス許可を持っていなければ 
ElastiCache リソースを作成またはアクセスすることはできません。例えば、ElastiCache クラスターを作
成するためのアクセス許可が必要です。

以下のセクションでは、ElastiCache のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初に概要の
セクションを読むことをお勧めします。

• ElastiCache リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 264)
• Amazon ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 268)
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ElastiCache リソースに対するアクセス許可の管理の
概要
すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、リソースの作成またはアクセスは、許可
のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデンティティ (つまり、ユーザー、グ
ループ、ロール) に許可ポリシーを添付できます。さらに、Amazon ElastiCache では、アクセス許可ポリ
シーをリソースにアタッチすることもできます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM のベストプラクティス」を参照してください。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

トピック
• Amazon ElastiCache のリソースとオペレーション (p. 264)
• リソース所有権について (p. 265)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 265)
• Amazon ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 268)
• リソースレベルのアクセス許可 (p. 273)
• 条件キーの使用 (p. 273)
• Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールの使用 (p. 285)
• ElastiCache API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 292)

Amazon ElastiCache のリソースとオペレーション
Amazon ElastiCache では、プライマリリソースはキャッシュクラスターです。

これらのリソースには、以下に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられていま
す。

Note

リソースレベルのアクセス許可を有効にするには、ARN 文字列のリソース名を小文字にする必要
があります。

API バージョン 2015-02-02
264

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/howtocreatepermissionset.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-idp.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_create_for-user.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users_change-permissions.html#users_change_permissions-add-console


Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

アクセス管理の概要

リソースタイプ ARN 形式

クラスター arn:aws:elasticache:us-
east-2:123456789012:cluster:my-cluster

パラメータグループ arn:aws:elasticache:us-
east-2:123456789012:parametergroup:my-
parameter-group

サブネットグループ arn:aws:elasticache:us-
east-2:123456789012:subnetgroup:my-subnet-
group

リザーブドインスタンス arn:aws:elasticache:us-
east-2:123456789012:reserved-instance:my-
reserved-instance

ElastiCache では、ElastiCache リソースを操作する一連のオペレーションが用意されています。可能なオ
ペレーションのリストについては、Amazon ElastiCache アクションを参照してください。

リソース所有権について
リソース所有者は、リソースを作成した AWS アカウントです。つまり、リソース所有者は、そのリソー
スを作成するリクエストを認証するプリンシパルエンティティの AWS アカウントです。プリンシパルエ
ンティティ はルートアカウント、IAM ユーザー、または IAM ロールです。次の例は、この仕組みを示し
ています。

• AWS アカウントのルートアカウント認証情報を使用してキャッシュクラスターを作成するとします。
この場合、AWS アカウントはリソースの所有者です。ElastiCache では、リソースはキャッシュクラス
ターです。

• AWS アカウントに IAM ユーザーを作成し、キャッシュクラスターを作成するためのアクセス許可を
そのユーザーに付与するとします。この場合、ユーザーはキャッシュクラスターを作成できます。た
だし、キャッシュクラスターリソースを所有しているのは、このユーザーが属する AWS アカウントで
す。

• キャッシュクラスターを作成するためのアクセス許可のある AWS アカウントに IAM ロールを作成する
とします。この場合、ロールを引き受けることができるいずれのユーザーもキャッシュクラスターを作
成できます。ロールが属する AWS アカウントがキャッシュクラスターリソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許
可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note

このセクションでは、Amazon ElastiCache のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。完全な IAM ドキュメンテーショ
ンについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM とは」を参照してください。IAM ポリシー構
文の詳細と説明については、IAM ユーザーガイドの AWS IAM ポリシーの参照を参照してくださ
い。

IAM アイデンティティにアタッチされているポリシーは、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリ
シー) と呼ばれます。リソースに添付されたポリシーは、[リソースベース]のポリシーと呼ばれます。

トピック
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• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー） (p. 266)
• ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル (p. 266)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 267)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー）

ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。

• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする – アカウント管理者は、
特定のユーザーに関連付けられるアクセス許可ポリシーを使用して、アクセス許可を付与できます。こ
の場合、アクセス許可は、そのユーザーがキャッシュクラスター、パラメータグループ、セキュリティ
グループなどの ElastiCache リソースを作成するためのものです。

• 許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス許可ポリ
シーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの許可を付与することができます。例えば、アカ
ウント A の管理者は、次のように別の AWS アカウント (例えば、アカウント B) または AWS サービス
にクロスアカウントアクセス許可を付与するロールを作成できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースにアクセス許可を付与

するロールにアクセス許可ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する

ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、ロールを引き受けるためのアクセス許可をアカウント B のユーザーに委

任できます。これにより、アカウント B のユーザーは、アカウント A のリソースの作成またはアク
セスが許可されます。場合によっては、AWS のサービスにロールを引き受けるためのアクセス許可
を付与する必要があります。このアプローチをサポートするために、信頼ポリシーのプリンシパルを 
AWS のサービスのプリンシパルにすることもできます。

IAM を使用した許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を参照して
ください。

以下に示しているのは、お客様の AWS アカウントに対する DescribeCacheClusters アクションの実
行をユーザーに許可するポリシーの例です。ElastiCache では、API アクションのリソース ARN を使用し
た特定のリソースの識別もサポートしています。(このアプローチは、リソースレベルのアクセス許可とも
呼ばれます)。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Sid": "DescribeCacheClusters", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "elasticache:DescribeCacheClusters"], 
      "Resource": resource-arn
      } 
   ]
}

ElastiCache でアイデンティティベースのポリシーを使用する場合の詳細については、「Amazon 
ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 268)」を参照してくだ
さい。ユーザー、グループ、ロール、アクセス許可の詳細については、IAM ユーザーガイドの「アイデン
ティティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル

サービスは、Amazon ElastiCache リソースごとに (Amazon ElastiCache のリソースとオペレー
ション (p. 264) を参照)、一連の API オペレーションを定義します (アクションを参照)。こう
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した API オペレーションへのアクセス権限を付与するために、ElastiCache は一連のアクショ
ンをポリシーに定義します。例えば、ElastiCache クラスターリソースに対して、アクション
CreateCacheCluster、DeleteCacheCluster、DescribeCacheCluster を定義します。1 つの API 
オペレーションの実行で、複数のアクションのアクセス権限が必要になる場合があります。

最も基本的なポリシーの要素を次に示します。

• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用
するリソースを識別します。詳細については、「Amazon ElastiCache のリソースとオペレーショ
ン (p. 264)」を参照してください。

• [Action] (アクション) - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーショ
ンを識別します。たとえば、指定した Effect に応じて、elasticache:CreateCacheCluster アク
セス許可では、Amazon ElastiCache CreateCacheCluster オペレーションの実行をユーザーに許可
または拒否します。

• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかにな
ります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
す。リソースへのアクセスを明示的に拒否することもできます。たとえば、別のポリシーでリソースへ
のアクセスが許可されているユーザーに対して、そのリソースへのアクセスを禁止できます。

• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙
示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、権限 (リソースベースのポリシーに
のみ適用）を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。

IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS IAM ポリシーリファレ
ンス」を参照してください。

すべての Amazon ElastiCache API アクションを示す表については、「ElastiCache API のアクセス許可: 
アクション、リソース、条件リファレンス (p. 292)」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定

許可を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を指定できま
す。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での
条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。

条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。ElastiCache 固有の条件キーを使用する
には、「条件キーの使用 (p. 273)」を参照してください。必要に応じて使用できる AWS 全体の条件キー
があります。AWS 全体を対象とするすべてのキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「条件
に利用可能なキー」を参照してください。
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Amazon ElastiCache でのアイデンティティベースのポリシー 
(IAM ポリシー) の使用
このトピックでは、アカウント管理者が IAM ID (ユーザー、グループ、ロール) へのアクセス許可ポリシー
をアタッチする、ID ベースのポリシーの例を示します。

Important

最初に、Amazon ElastiCache リソースへのアクセスを管理するための基本的な概念とオプション
について説明するトピックを読むことをお勧めします。詳細については、「ElastiCache リソース
に対するアクセス許可の管理の概要 (p. 264)」を参照してください。

このセクションでは、次のトピックを対象としています。

• Amazon ElastiCache コンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 269)
• Amazon ElastiCache の AWS 管理 (事前定義) ポリシー (p. 269)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 270)

以下に示しているのは、アクセス許可ポリシーの例です。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
       "Sid": "AllowClusterPermissions", 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": [ 
          "elasticache:CreateCacheCluster", 
          "elasticache:DescribeCacheClusters", 
          "elasticache:ModifyCacheCluster"], 
       "Resource": "*" 
       }, 
       { 
         "Sid": "AllowUserToPassRole", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ "iam:PassRole" ], 
       "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/EC2-roles-for-cluster" 
       } 
   ]
}

このポリシーには以下の 2 つのステートメントがあります。

• 最初のステートメントは、Amazon ElastiCache アクションのアクセス許可を付与します 
(elasticache:CreateCacheCluster、elasticache:DescribeCacheClusters、elasticache:ModifyCacheCluster

• 2 番目のステートメントは、Resource 値の最後に指定した IAM ロール名での IAM アクション 
(iam:PassRole) のアクセス許可を付与します。

ID ベースのポリシーでアクセス許可を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシーでは
Principal 要素を指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザーが暗黙のプ
リンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリシーで
識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。

すべての Amazon ElastiCache API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、
「ElastiCache API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 292)」を参照してくだ
さい。
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Amazon ElastiCache コンソールの使用に必要なアクセス許可

アクセス許可のリファレンス表では、 Amazon ElastiCache API オペレーションとそれらの各オペレー
ションに必要なアクセス許可を示しています。ElastiCache API オペレーションの詳細については、
「ElastiCache API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リファレンス (p. 292)」を参照してくだ
さい。

Amazon ElastiCache コンソールを使用するには、まず、以下のアクセス許可ポリシーに示しているよう
に、追加のアクションのためのアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "MinPermsForECConsole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "elasticache:Describe*", 
            "elasticache:List*", 
            "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
            "ec2:DescribeVpcs", 
            "ec2:DescribeAccountAttributes", 
            "ec2:DescribeSecurityGroups", 
            "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
            "cloudwatch:DescribeAlarms", 
            "s3:ListAllMyBuckets", 
            "sns:ListTopics", 
            "sns:ListSubscriptions" ], 
        "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ElastiCache コンソールには、以下の理由でこれらの追加のアクセス権限が必要になります。

• ElastiCache アクションを実行するためのアクセス許可。コンソールで、アカウントの ElastiCache リ
ソースを表示するために必要です。

• Amazon EC2 に対してクエリを行う ec2 アクションを実行するためのアクセス権限。コンソールで、ア
ベイラビリティーゾーン、VPC、セキュリティグループ、アカウント属性を表示するために必要です。

• cloudwatch アクションを実行するためのアクセス許可。コンソールで、Amazon CloudWatch メトリ
クスとアラームを取得し、表示するために必要です。

• sns アクションのアクセス許可を使用すると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のト
ピックやサブスクリプションを取得し、コンソールにそれらを表示することができます。

Amazon ElastiCache の AWS 管理 (事前定義) ポリシー

AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすることができます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

アカウントのユーザーにアタッチできる次の AWS 管理ポリシーは、Amazon ElastiCache に固有のもので
す。

• AmazonElastiCacheReadOnlyAccess - Amazon ElastiCache リソースへの読み取り専用アクセスを許可
します。

• AmazonElastiCacheFullAccess - Amazon ElastiCache リソースへのフルアクセスを許可します。
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独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon ElastiCache API アクションにアクセス許可を付与す
ることもできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまたはグ
ループにアタッチできます。

カスタマーマネージドポリシーの例

デフォルトポリシーを使用せず、カスタム管理ポリシーを使用することを選択した場合は、以下の 2 点の
いずれかを確認してください。iam:createServiceLinkedRole を呼び出すためのアクセス許可がある
ことが必要です (詳細については、「例 5: ユーザーが IAM CreateServiceLinkedRole API を呼び出すこと
を許可する (p. 272)」を参照)。または、ElastiCache サービスにリンクされたロールを作成済みであるこ
とが必要です。

Amazon ElastiCache コンソールを使用するために必要な最小限のアクセス権限と組み合わせて、このセク
ションでのポリシーの例は、追加のアクセス権限を付与します。この例は、AWS SDK と AWS CLI に関連
しています。ElastiCache コンソールを使用するために必要なアクセス許可の詳細については、「Amazon 
ElastiCache コンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 269)」を参照してください。

IAM ユーザーおよびグループのセットアップ手順については、IAM ユーザーガイドの「最初の IAM ユー
ザーおよび管理者グループの作成」を参照してください。

Important

IAM ポリシーは必ず、本稼働環境での使用前にテストしてください。ElastiCache のアク
ションによっては、シンプルに見えても、ElastiCache コンソールの使用時にそれらのア
クションをサポートするために、他のアクションが必要になる場合があります。たとえ
ば、elasticache:CreateCacheCluster は、ElastiCache キャッシュクラスターを作成する
ためのアクセス許可を付与します。ただし、このオペレーションを実行するために、ElastiCache 
コンソールでは Describe と List の多数のアクションが使用されて、リストが事前設定されま
す。

例
• 例 1: ユーザーにセキュリティグループの作成と管理を許可する (p. 270)
• 例 2: ユーザーに ElastiCache リソースへの読み取り専用アクセスを許可する (p. 271)
• 例 3: ユーザーに一般的な ElastiCache システム管理者タスクの実行を許可する (p. 271)
• 例 4: ユーザーにすべての ElastiCache API アクションへのアクセスを許可する (p. 271)
• 例 5: ユーザーが IAM CreateServiceLinkedRole API を呼び出すことを許可する (p. 272)
• 例 6: ユーザーが IAM 認証を使用してレプリケーショングループに接続することを許可する (p. 272)

例 1: ユーザーにセキュリティグループの作成と管理を許可する

以下のポリシーでは、セキュリティグループの特定の ElastiCache アクションを実行するためのアクセス
権限を付与します。通常、このタイプのアクセス権限ポリシーはシステム管理者グループにアタッチしま
す。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement":[{ 
      "Sid": "SecGrpAllows", 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
          "elasticache:CreateCacheSecurityGroup", 
          "elasticache:DeleteCacheSecurityGroup", 
          "elasticache:DescribeCacheSecurityGroup", 
          "elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress", 
          "elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress"], 
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      "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

例 2: ユーザーに ElastiCache リソースへの読み取り専用アクセスを許可する

以下のポリシーでは、リソースを一覧表示する ElastiCache アクションを実行するためのアクセス許可を
ユーザーに付与します。通常、このタイプのアクセス権限ポリシーは管理者グループにアタッチします。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement":[{ 
      "Sid": "ECUnrestricted", 
      "Effect":"Allow", 
      "Action": [ 
          "elasticache:Describe*", 
          "elasticache:List*"], 
      "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

例 3: ユーザーに一般的な ElastiCache システム管理者タスクの実行を許可する

一般的なシステム管理者タスクには、キャッシュクラスター、パラメータ、パラメータグループの変更が
含まれます。システム管理者は ElastiCache イベントに関する情報を取得することが必要になる場合もあ
ります。以下のポリシーでは、これらの一般的なシステム管理タスクに必要な ElastiCache アクションを
実行するためのアクセス権限をユーザーに付与します。通常、このタイプのアクセス権限ポリシーはシス
テム管理者グループにアタッチします。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement":[{ 
      "Sid": "ECAllowSpecific", 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
          "elasticache:ModifyCacheCluster", 
          "elasticache:RebootCacheCluster", 
          "elasticache:DescribeCacheClusters", 
          "elasticache:DescribeEvents", 
          "elasticache:ModifyCacheParameterGroup", 
          "elasticache:DescribeCacheParameterGroups", 
          "elasticache:DescribeCacheParameters", 
          "elasticache:ResetCacheParameterGroup", 
          "elasticache:DescribeEngineDefaultParameters"], 
      "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

例 4: ユーザーにすべての ElastiCache API アクションへのアクセスを許可する

以下のポリシーでは、ユーザーにすべての ElastiCache アクションへのアクセスを許可します。このタイ
プのアクセス権限ポリシーは管理者ユーザーにのみ付与することをお勧めします。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement":[{ 
      "Sid": "ECAllowSpecific", 
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      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
          "elasticache:*" ], 
      "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

例 5: ユーザーが IAM CreateServiceLinkedRole API を呼び出すことを許可する

次のポリシーでは、ユーザーがIAM CreateServiceLinkedRole API を呼び出すことを許可しま
す。mutative ElastiCache オペレーションを実行するユーザーには、このタイプのアクセス許可ポリシー
を与えることをお勧めします。

{ 
  "Version":"2012-10-17", 
  "Statement":[ 
    { 
      "Sid":"CreateSLRAllows", 
      "Effect":"Allow", 
      "Action":[ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole" 
      ], 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{ 
        "StringLike":{ 
          "iam:AWSServiceName":"elasticache.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

例 6: ユーザーが IAM 認証を使用してレプリケーショングループに接続することを許可する

次のポリシーでは、どのユーザーにも IAM 認証を使用して IP アドレス 123.45.167.89 から任意のレプリ
ケーショングループに接続することを許可します。

{ 
  "Version" : "2012-10-17", 
  "Statement" : 
  [ 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : ["elasticache:Connect"], 
      "Resource" : [ 
        "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:replicationgroup:*", 
      ], 
      "Condition": { 
        "IpAddress": { 
          "aws:SourceIp": "123.45.167.89" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect" : "Allow", 
      "Action" : ["elasticache:Connect"], 
      "Resource" : [ 
        "arn:aws:elasticache:us-east-1:123456789012:user:*" 
      ] 
    } 
  ]

API バージョン 2015-02-02
272



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

アクセス管理の概要

}

リソースレベルのアクセス許可
IAM ポリシーでリソースを指定することで、アクセス許可の範囲を制限できます。ElastiCache API アク
ションの多くは、アクションの動作に応じて異なるリソースタイプをサポートしています。各 IAM ポリ
シーステートメントによって、リソースで実行されるアクションに対するアクセス許可が付与されます。
アクションが名前の付いたリソースで動作しない場合、またはすべてのリソースに対してアクションを実
行するアクセス許可を付与した場合、ポリシー内のリソースの値はワイルドカード (*) になります。多くの 
API アクションでは、リソースの Amazon リソースネーム (ARN)、または複数のリソースに一致する ARN 
パターンを指定することによって、ユーザーが変更できるリソースを制限できます。リソース別にアクセ
ス許可を制限するには、ARN 別にリソースを指定します。

ElastiCache リソース ARN 形式

Note

リソースレベルのアクセス許可を有効にするには、ARN 文字列のリソース名を小文字にする必要
があります。

• クラスター — arn:aws:elasticache:us-east-2:123456789012:cluster:my-cluster
• パラメータグループ — arn:aws:elasticache:us-east-2:123456789012:parametergroup:my-

parameter-group
• セキュリティグループ — arn:aws:elasticache:us-east-2:123456789012:securitygroup:my-security-

group
• サブネットグループ — arn:aws:elasticache:us-east-2:123456789012:subnetgroup:my-subnet-group
• リザーブドインスタンス — arn:aws:elasticache:us-east-2:123456789012:reservedinstance:my-

reserved-instance

例
• 例 1: 特定の ElastiCache リソースタイプへのフルアクセスをユーザーに許可する (p. 273)

例 1: 特定の ElastiCache リソースタイプへのフルアクセスをユーザーに許可する

次のポリシーでは、サブネットグループ、セキュリティグループ、レプリケーショングループタイプのす
べてのリソースを明示的に許可します。

{ 
        "Sid": "Example1", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "elasticache:*", 
        "Resource": [ 
             "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:subnetgroup:*", 
             "arn:aws:elasticache:us-east-1:account-id:securitygroup:*"" 
        ]
}

条件キーの使用
IAM ポリシーを有効にする方法を決める条件を指定できます。ElastiCache では、JSON ポリシーの
Condition 要素を使用して、リクエストコンテキストのキーを、ポリシーで指定したキー値と比較でき
ます。ポリシー要素の詳細については、IAM JSON policy elements: Condition を参照してください。グ
ローバル条件キーのリストについては、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。
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条件の指定: 条件キーの使用

きめ細かなコントロールを実装するには、特定のリクエストに対して個別のパラメータセットを制御する
ための条件を指定した IAM アクセス許可ポリシーを作成します。次に、IAM コンソールを使用して作成す
る IAM ユーザー、グループ、またはロールにそのポリシーを適用します。

条件を適用するには、条件情報を IAM ポリシーステートメントに追加します。次の例では、作成された
キャッシュクラスターがノードタイプ cache.r5.large になるという条件を指定します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "elasticache:CacheNodeType": [ 
                        "cache.r5.large" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

以下の表では、ElastiCache に適用される、サービス固有の条件キーと、それらを使用するアクションを
示しています。

キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

CreateCacheCluster Clusterelasticache:CacheNodeTypeリ
ク
エ
ス
ト
に
存
在
す
る 

String

ModifyCacheClusters Cluster
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

cacheNodeType 
パ
ラ
メー
タ
で
ア
ク
セ
ス
を
フィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
ま
す。
こ
の
キー
を
使
用
し
て、
ク
ラ
ス
ター
の
作
成
ま
た
は
ス
ケー
リ
ン
グ
操
作
に
使
用
で
き
る
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

キャッ
シュ
ノー
ド
タ
イ
プ
を
制
限
で
き
ま
す。
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

CreateCacheCluster Clusterelasticache:EngineVersion作
成
リ
ク
エ
ス
ト
ま
た
は
ク
ラ
ス
ター
変
更
リ
ク
エ
ス
ト
に
存
在
す
る
engineVersion
パ
ラ
メー
タ
で
ア
ク
セ
ス
を
フィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
ま
す。

String

ModifyCacheClusters Cluster
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

elasticache:EngineType作
成
リ
ク
エ
ス
ト
に
存
在
す
る
エ
ン
ジ
ン
タ
イ
プ
で
ア
ク
セ
ス
を
フィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
ま
す。
レ
プ
リ
ケー
ショ
ン
グ
ルー
プ
の
作
成
で
は、
パ
ラ
メー

String CreateCacheCluster Cluster
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

タ
が
存
在
し
な
い
場
合、
デ
フォ
ル
ト
の
エ
ン
ジ
ン
「redis」
が
キー
と
し
て
使
用
さ
れ
ま
す。
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

CreateCacheCluster Clusterelasticache:AuthTokenEnabledリ
ク
エ
ス
ト
内
の
空
で
な
い
AuthToken
パ
ラ
メー
タ
が
存
在
す
る
こ
と
で
ア
ク
セ
ス
を
フィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
ま
す。

Bool

ModifyCacheClusters Cluster
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キー
名
説
明
Datatype 用途: 影響を受けるリソースタイプ (* 

アスタリスクが付いていると、
リクエストに存在する場合、こ
のリソースのみが影響を受けま
す。)

CreateCacheCluster Cluster, 
ReplicationGroup*

ModifyCacheClusters Cluster

CreateCacheParameterGroup ParameterGroup

ModifyCacheParameterGroup ParameterGroup

DeleteCacheParameterGroup ParameterGroup

elasticache:CacheParameterGroupNameリ
ク
エ
ス
ト
内
の
CacheParameterGroupName
パ
ラ
メー
タ
で
ア
ク
セ
ス
を
フィ
ル
タ
リ
ン
グ
し
ま
す。

String

ResetCacheParameterGroup ParameterGroup

詳細については、「タグベースのアクセスコントロールポリシーの例」を参照してください。

ポリシー条件演算子の使用に関する詳細については、「ElastiCache API のアクセス許可: アクション、リ
ソース、条件リファレンス (p. 292)」を参照してください。

ポリシー例: きめ細かなパラーメータコントロールのための IAM ポリシー条件の
使用

このセクションでは、前述の ElastiCache パラメータに対してきめ細かなアクセスコントロールを実装す
るためのポリシー例について説明します。

1. elasticache:CacheNodeType: ユーザーが作成できるNodeType を指定します。指定された条件を使用し
て、ノードタイプの単一値または範囲値を指定できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*" 
            ] 
        }, 

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
                "elasticache:CreateReplicationGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
                "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "elasticache:CacheNodeType": [ 
                        "cache.t2.micro", 
                        "cache.t2.medium" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

2. elasticache:EngineVersion: バージョン 1.6.6 の使用量を指定します

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
     { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*" 
            ] 
        }, 

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
                "elasticache:CreateReplicationGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
                "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 

                    "elasticache:EngineVersion": "1.6.6" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

3. elasticache:CacheParameterGroupName: クラスター上の組織の特定のパラメータを使用して、デフォ
ルト以外のパラメータグループを指定します。パラメータグループの命名パターンを指定したり、特定
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のパラメータグループ名に対するブロック削除を指定することもできます。以下は、「my-org-param-
group」のみの使用量を制限する例です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 

         { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*" 
            ] 
        }, 

        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateReplicationGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "elasticache:CacheParameterGroupName": "my-org-param-group" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

4. elasticache:CreateCacheCluster: リクエストタグ Project が欠落しているか、Dev、QA、または Prod
と等しくない場合、CreateCacheCluster アクションが拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:securitygroup:*", 
                "arn:aws:elasticache:*:*:replicationgroup:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "true" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "elasticache:CreateCacheCluster", 
                "elasticache:AddTagsToResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Project": [ 
                        "Dev", 
                        "Prod", 
                        "QA" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

5. elasticache:createcachecluster: cacheNodeType cache.r5.large または cache.r6g.4xlarge を用いた
CreateCacheCluster およびタグ Project=XYZ を許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "elasticache:CreateCacheCluster" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:elasticache:*:*:parametergroup:*", 
        "arn:aws:elasticache:*:*:subnetgroup:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "elasticache:CreateCacheCluster" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:elasticache:*:*:cluster:*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
          "elasticache:CacheNodeType": [ 
            "cache.r5.large", 
            "cache.r6g.4xlarge" 
          ] 
        }, 
        "StringEquals": { 
          "aws:RequestTag/Project": "XYZ" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}
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Note

タグやその他の条件キーを一緒に強制するポリシーを作成する際は、条件付き IfExists は、--
tags パラメータを用いた作成リクエストの追加の elasticache:AddTagsToResource ポリ
シー要件が原因で、条件キー要素で必要となる場合があります。

Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールの使用
Amazon ElastiCache は、AWS Identity and Access Management (IAM) のサービスにリンクされたロー
ルを使用しています。サービスにリンクされたロールは、Amazon ElastiCache などの AWS サービスに
直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。Amazon ElastiCache サービスにリンクされたロール
は、Amazon ElastiCache によって事前定義されています。それらには、サービスがユーザーのクラスター
に代わって AWS のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれます。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなく
なるため、Amazon ElastiCache の設定が簡単になります。ロールは AWS アカウント内にあります
が、Amazon ElastiCache のユースケースにリンクされており、アクセス権限が事前に定義されています。
これらのロールを引き受けることができるのは Amazon ElastiCache のみで、事前定義されたアクセス許
可ポリシーを使用することができるのはこれらのロールのみです。ロールを削除するには、まず関連リ
ソースを削除します。これにより、リソースにアクセスするのに必要なアクセス許可を誤って削除するこ
とがなくなり、Amazon ElastiCache リソースは保護されます。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービスを参照
して、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) になっているサービスを見
つけてください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes]
(はい) リンクを選択します。

目次
• Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールのアクセス許可 (p. 285)
• サービスにリンクされたロールの作成 (IAM) (p. 287)

• サービスにリンクされたロールの作成 (IAM コンソール) (p. 287)
• サービスにリンクされたロールの作成 (IAM CLI) (p. 287)
• サービスにリンクされたロールの作成 (IAM API) (p. 287)

• Amazon ElastiCache のサービスにリンクされたロールの説明の編集 (p. 288)
• サービスにリンクされたロールの説明の編集 (&IAM; コンソール) (p. 288)
• サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM CLI) (p. 288)
• サービスにリンクされたロールの説明の編集 (&IAM; API) (p. 289)

• Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールの削除 (p. 289)
• サービスにリンクされたロールのクリーンアップ (p. 289)
• サービスにリンクされたロールの削除 (&IAM; コンソール) (p. 290)
• サービスにリンクされたロールの削除 (IAM CLI) (p. 290)
• サービスにリンクされたロールの削除 (&IAM; API) (p. 291)

Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールのアクセス許可

Amazon ElastiCache では、AWSServiceRoleForElastiCache という名前のサービスにリンクされたロール
を使用しています — このポリシーでは、ユーザーのキャッシュを管理するために、ElastiCache は必要に
応じてユーザーの代わりに AWS リソースを管理することができます。

AWSServiceRoleForElastiCache サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーでは、Amazon 
ElastiCache はすべての関連リソースで以下のアクションを実行することができます。

Permission policy:
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{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
    "ec2:CreateNetworkInterface", 
    "ec2:CreateSecurityGroup", 
    "ec2:DeleteNetworkInterface", 
    "ec2:DeleteSecurityGroup", 
    "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
    "ec2:DescribeSecurityGroups", 
    "ec2:DescribeSubnets", 
    "ec2:DescribeVpcs", 
    "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
    "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
    "cloudwatch:PutMetricData", 
    "outposts:GetOutpost", 
    "outposts:GetOutpostInstanceTypes", 
    "outposts:ListOutposts", 
    "outposts:ListSites", 
    "logs:DeleteLogDelivery", 
    "application-autoscaling:DeregisterScalableTarget", 
    "application-autoscaling:DescribeScalableTargets" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:AssignIpv6Addresses", 
    "ec2:UnassignIpv6Addresses" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/eni-*" 
  } 
 ]
}

IAM エンティティが AWSServiceRoleForElastiCache サービスにリンクされたロールを作成することを許
可するには

以下のポリシーステートメントを IAM エンティティのアクセス許可に追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "iam:PutRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}

IAM エンティティが AWSServiceRoleForElastiCache サービスにリンクされたロールを削除することを許
可するには

以下のポリシーステートメントを IAM エンティティのアクセス許可に追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/elasticache.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForElastiCache*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "elasticache.amazonaws.com"}}
}

または AWS 管理ポリシーを使用して、Amazon ElastiCache へのフルアクセスを許可することもできま
す。

サービスにリンクされたロールの作成 (IAM)

IAM コンソール、CLI または API を使用して、サービスにリンクされたロールを作成できます。

サービスにリンクされたロールの作成 (IAM コンソール)

IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを作成できます。

サービスにリンクされたロールを作成するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。次に、[Create New Role 
(新しいロールの作成)] を選択します。

3. [Select type of trusted entity] (信頼されたエンティティの種類を選択) の下で、[AWS Service] (サービ
ス) を選択します。

4. [Or select a service to view its use cases] (またはサービスを選択してそのユースケースを表示) で、
[ElastiCache] を選択します。

5. [Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。
6. [ポリシー名] の下で、ElastiCacheServiceRolePolicy はこのロールに必要であることに注意し

てください。[Next:Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
7. タグは、サービスにリンクされたロールではサポートされないことに注意してください。[Next: 

Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
8. (オプション) [Role description] (ロールの説明) で、サービスにリンクされた新しいロールの説明を編

集します。
9. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

サービスにリンクされたロールの作成 (IAM CLI)

AWS Command Line Interface から IAM オペレーションを使用して、サービスにリンクされたロールを作
成できます。このロールには、ロールを引き受けるためにサービスで必要な信頼ポリシーやインラインポ
リシーを含めることができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには (CLI)

次のオペレーションを使用してください。

$ aws iam create-service-linked-role --aws-service-name elasticache.amazonaws.com

サービスにリンクされたロールの作成 (IAM API)

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを作成できます。このロールには、ロールを引き受
けるためにサービスで必要な信頼ポリシーやインラインポリシーを含めることができます。
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サービスにリンクされたロールを作成するには (API)

CreateServiceLinkedRole API コールを使用します。リクエストで、サービス名 
(elasticache.amazonaws.com) を指定します。

Amazon ElastiCache のサービスにリンクされたロールの説明の編集

Amazon ElastiCache では、AWSServiceRoleForElastiCache のサービスにリンクされたロールを編集する
ことはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが
参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの
説明の編集はできます。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (&IAM; コンソール)

サービスにリンクされたロールの説明は、IAM コンソールを使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を編集するには (コンソール)

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
2. 変更するロールの名前を選択します。
3. [Role description] の右端にある [Edit] を選択します。
4. ボックスに新しい説明を入力し、[Save] を選択します。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (IAM CLI)

サービスにリンクされたロールの説明は、AWS Command Line Interface から IAM オペレーションを使用
して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (CLI)

1. (オプション) 現在のロールの説明を表示するには、IAM オペレーション get-role の AWS CLI を使
用します。

Example

$ aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForElastiCache

CLI オペレーションでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。たとえば、ロール
の ARN が arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参
照します。

2. サービスにリンクされたロールの説明を更新するには、IAM オペレーション update-role-
description の AWS CLI を使用します。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws iam update-role-description \ 
    --role-name AWSServiceRoleForElastiCache \ 
    --description "new description"

Windows の場合:

$ aws iam update-role-description ^ 
    --role-name AWSServiceRoleForElastiCache ^ 
    --description "new description"
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サービスにリンクされたロールの説明の編集 (&IAM; API)

サービスにリンクされたロールの説明は、IAM API を使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (API)

1. (オプション) 現在のロールの説明を表示するには、IAM API オペレーション GetRole を使用します。

Example

https://iam.amazonaws.com/ 
   ?Action=GetRole
   &RoleName=AWSServiceRoleForElastiCache
   &Version=2010-05-08 
   &AUTHPARAMS

2. ロールの説明を更新するには、IAM API オペレーション UpdateRoleDescription を使用します。

Example

https://iam.amazonaws.com/ 
   ?Action=UpdateRoleDescription
   &RoleName=AWSServiceRoleForElastiCache
   &Version=2010-05-08 
   &Description="New description"

Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、削除する前に、サービスにリンクされた役割をクリーンアップする必
要があります。

Amazon ElastiCache はサービスにリンクされたロールを削除しません。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそれに関連付けられているリソー
ス、クラスターがないことを確認する必要があります。

サービスにリンクされたロールにアクティブなセッションがあるかどうかを、IAM コンソールで
確認するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択しま
す。AWSServiceRoleForElastiCache ロールのチェックボックスではなく、ロールの名前を選択しま
す。

3. 選択したロールの [概要] ページで、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。
4. [アクセスアドバイザー] タブで、サービスにリンクされたロールの最新のアクティビティを確認しま

す。

AWSServiceForeForElastiCache が必要な Amazon ElastiCache リソースを削除するには (コン
ソール)

• クラスターを削除するには、以下を参照してください。
• AWS Management Console の使用 (p. 92)
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• AWS CLI の使用 (p. 92)
• ElastiCache API の使用 (p. 93)

サービスにリンクされたロールの削除 (&IAM; コンソール)

IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。ロール名または行そのものではな
く、削除するロール名の横にあるチェックボックスをオンにします。

3. ページ上部にある [ロールのアクション] で [ロールの削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、サービスの最終アクセス時間データを確認します。これは、選択したそ

れぞれのロールの AWS サービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在アク
ティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。先に進む場合は、[Yes, Delete] (はい、削除する) 
を選択し、削除するサービスにリンクされたロールを送信します。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況をモニタリングし
ます。IAM サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信する
と、削除タスクは成功または失敗する可能性があります。タスクが失敗した場合は、通知から [View 
details] (詳細を表示) または [View Resources] (リソースを表示) を選択して、削除が失敗した理由を
知ることができます。

サービスにリンクされたロールの削除 (IAM CLI)

AWS Command Line Interface から IAM オペレーションを使用して、サービスにリンクされたロールを削
除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (CLI)

1. 削除するサービスにリンクされたロールの名前が分からない場合、以下のコマンドを入力します。こ
のコマンドでは、アカウントにあるロールとその Amazon リソースネーム (ARN) を一覧表示します。

$ aws iam get-role --role-name role-name

CLI オペレーションでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールに 
ARN arn:aws:iam::123456789012:role/myrole がある場合、そのロールを myrole と参照し
ます。

2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取得して、削除
タスクのステータスを確認する必要があります。サービスにリンクされたロールの削除リクエストを
送信するには、以下を入力します。

$ aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3. 削除タスクのステータスを確認するには、以下を入力します。

$ aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。
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サービスにリンクされたロールの削除 (&IAM; API)

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole を呼び出
します。リクエストで、ロール名を指定します。

サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得して、削除タ
スクのステータスを確認する必要があります。

2. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出します。リ
クエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可能
になります。
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ElastiCache API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リ
ファレンス
[アクセスコントロール (p. 249)] を設定し、IAM ポリシーにアタッチするアクセス許可ポリシー (アイデ
ンティティベースまたはリソースベース) を作成するときは、以下の表をリファレンスとして使用できま
す。この表には、各 Amazon ElastiCache API オペレーション、およびその実行のためのアクセス権限を
付与できる対応するアクションを示しています。ポリシーの Action フィールドでアクションを指定し、
ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。特に明記されていない限り、リソース
は必須です。一部のフィールドには、必須リソースとオプションリソースの両方が含まれます。リソース 
ARN がない場合、ポリシー内のリソースはワイルドカード (*) になります。

ElastiCache ポリシーで 全体の条件キーを使用して条件を表現できます。ElastiCache 固有の条件キーのリ
ストと、それらが適用されるアクションとリソースタイプを確認するには、「条件キーの使用 (p. 273)」
を参照してください。AWS 全体を対象とするすべてのキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」
の「条件に利用可能なキー」を参照してください。

Note

アクションを指定するには、API オペレーション名 (elasticache:DescribeCacheClusters
など) の前に elasticache: プレフィックスを使用します。

Amazon ElastiCache API およびアクションで必要な許可

AddTagsToResource

アクション: elasticache:AddTagsToResource

リソース: *
AuthorizeCacheSecurityGroupIngress

アクション: elasticache:AuthorizeCacheSecurityGroupIngress

リソース: *
CreateCacheCluster

アクション: elasticache:CreateCacheCluster

s3:GetObject

Note

SnapshotArns パラメータを使用する場合、SnapshotArns リストの各メンバーには、そ
のリソースとして s3 ARN を関連付けた独自の s3:GetObject アクセス権限が必要です。

リソース: *

arn:aws:s3:::my_bucket/snapshot1.rdb

ここで、my_bucket/snapshot1 はキャッシュクラスターの作成元になる S3 バケットとスナップ
ショットです。

CreateCacheParameterGroup

アクション: elasticache:CreateCacheParameterGroup

リソース: *
CreateCacheSecurityGroup

アクション: elasticache:CreateCacheSecurityGroup
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リソース: *
CreateCacheSubnetGroup

アクション: elasticache:CreateCacheSubnetGroup

リソース: *
DeleteCacheCluster

アクション: elasticache:DeleteCacheCluster

リソース: *
DeleteCacheParameterGroup

アクション: elasticache:DeleteCacheParameterGroup

リソース: *
DeleteCacheSecurityGroup

アクション: elasticache:DeleteCacheSecurityGroup

リソース: *
DeleteCacheSubnetGroup

アクション: elasticache:DeleteCacheSubnetGroup

リソース: *
DeleteGlobalReplicationGroup

アクション: elasticache:DeleteGlobalReplicationGroup

リソース: *
DescribeCacheClusters

アクション: elasticache:DescribeCacheClusters

リソース: *
DescribeCacheEngineVersions

アクション: elasticache:DescribeCacheEngineVersions

リソース: *
DescribeCacheParameterGroups

アクション: elasticache:DescribeCacheParameterGroups

リソース: *
DescribeCacheParameters

アクション: elasticache:DescribeCacheParameters

リソース: *
DescribeCacheSecurityGroups

アクション: elasticache:DescribeCacheSecurityGroups

リソース: *
DescribeCacheSubnetGroups

アクション: elasticache:DescribeCacheSubnetGroups
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リソース: *
DescribeEngineDefaultParameters

アクション: elasticache:DescribeEngineDefaultParameters

リソース: *
DescribeEvents

アクション: elasticache:DescribeEvents

リソース: *
DescribeReservedCacheNodes

アクション: elasticache:DescribeReservedCacheNodes

リソース: *
DescribeReservedCacheNodesOfferings

アクション: elasticache:DescribeReservedCacheNodesOfferings

リソース: *
ListTagsForResource

アクション: elasticache:ListTagsForResource

リソース: *
ModifyCacheCluster

アクション: elasticache:ModifyCacheCluster

リソース: *
ModifyCacheParameterGroup

アクション: elasticache:ModifyCacheParameterGroup

リソース: *
ModifyCacheSubnetGroup

アクション: elasticache:ModifyCacheSubnetGroup

リソース: *
PurchaseReservedCacheNodesOffering

アクション: elasticache:PurchaseReservedCacheNodesOffering

リソース: *
RebootCacheCluster

アクション: elasticache:RebootCacheCluster

リソース: *
RemoveTagsFromResource

アクション: elasticache:RemoveTagsFromResource

リソース: *
ResetCacheParameterGroup

アクション: elasticache:ResetCacheParameterGroup
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リソース: *
RevokeCacheSecurityGroupIngress

アクション: elasticache:RevokeCacheSecurityGroupIngress

リソース: *
StartMigration

アクション: elasticache:StartMigration

リソース: *

使用状況、イベント、コストのモニタリング
エンタープライズキャッシュソリューションを管理するには、クラスターのパフォーマンスとそれらが消
費しているリソースを把握しておくことが重要です。生成されているイベントとデプロイのコストを把握
しておくことも重要です。

Amazon CloudWatch は、キャッシュパフォーマンスをモニタリングするためのメトリクスを提供しま
す。また、コスト配分タグはコストのモニタリングと管理に役立ちます。

トピック
• CloudWatch メトリクスの使用状況のモニタリング (p. 296)
• AWS CloudTrail を使用した Amazon ElastiCache API コール (p. 305)
• ElastiCache イベントのモニタリング (p. 308)
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CloudWatch メトリクスの使用状況のモニタリング
ElastiCache には、クラスターを監視できるようにするメトリクスが用意されています。CloudWatch を通
じてこれらのメトリクスにアクセスできます。CloudWatch の詳細については、「CloudWatch のドキュメ
ント」を参照してください。

ElastiCache では、ホストレベルのメトリクス（たとえば、CPU 使用率など）とキャッシュエンジンソフ
トウェアに固有のメトリクス（たとえば、キャッシュの取得やキャッシュの損失など）の両方が提供さ
れます。これらのメトリクスは 60 秒間隔で各キャッシュノードに対して測定およびパブリッシュされま
す。

Important

キャッシュクラスターのパフォーマンスが低下し始めた場合に通知を受け取ることができるよう
に、特定の主要メトリクスに CloudWatch アラームを設定することを検討してください。詳細に
ついては、このガイドの「モニタリングすべきメトリクス (p. 302)」を参照してください。

トピック
• ホストレベルのメトリクス (p. 296)
• Memcached のメトリクス (p. 298)
• モニタリングすべきメトリクス (p. 302)
• CloudWatch クラスターとノードメトリクスのモニタリング (p. 303)

ホストレベルのメトリクス
AWS/ElastiCache 名前空間は、各キャッシュノードに対する以下のホストレベルのメトリクスが含まれ
ます。

以下の資料も参照してください。

• Memcached のメトリクス (p. 298)

メトリクス 説明 単位

CPUUtilization ホスト全体の CPU 使用率の割合 (%)。 割合 (%)

CPUCreditBalance インスタンスが起動または開始後に蓄積した獲
得 CPU クレジットの数。T2 スタンダードの場
合、CPUCreditBalance には蓄積された起動クレ
ジットの数も含まれます。

クレジットは、獲得後にクレジット残高に蓄積さ
れ、消費されるとクレジット残高から削除されま
す。クレジット残高には、インスタンスサイズ
によって決まる上限があります。制限に到達する
と、獲得された新しいクレジットはすべて破棄さ
れます。T2 スタンダードの場合、起動クレジット
は制限に対してカウントされません。

CPUCreditBalance のクレジットは、インスタンス
がそのベースライン CPU 使用率を超えてバースト
するために消費できます。

インスタンスが実行中の場合、CPUCreditBalance 
のクレジットは期限切れになりません。T3 

クレジット 
(vCPU 分)
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メトリクス 説明 単位
または T3a インスタンスが停止する
と、CPUCreditBalance 値は 7 日間保持され
ます。その後、蓄積されたすべてのクレジッ
トが失われます。T2 インスタンスが停止する
と、CPUCreditBalance 値は保持されず、蓄積され
たすべてのクレジットが失われます。

CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ利
用可能です。

CPUCreditUsage CPU 使用率に関してインスタンスで消費される 
CPU クレジットの数。1 つの CPU クレジット
は、1 個の vCPU が 100% の使用率で 1 分間実行
されること、または、vCPU、使用率、時間の同等
の組み合わせ (例えば、1 個の vCPU が 50% の使
用率で 2 分間実行されるか、2 個の vCPU が 25% 
の使用率で 2 分間実行される) に相当します。

CPU クレジットメトリクスは、5 分間隔でのみ
利用可能です。5 分を超える期間を指定する場合
は、Average 統計の代わりに Sum 統計を使用しま
す。

クレジット 
(vCPU 分)

FreeableMemory ホストで使用可能な空きメモリの量。OS によって
解放できる可能性があるとレポートされる RAM、
バッファ、およびキャッシュから算出されます。

バイト

NetworkBytesIn ホストがネットワークから読み取ったバイト数。 バイト

NetworkBytesOut すべてのネットワークインターフェイスでの、こ
のインスタンスから送信されたバイトの数。

バイト

NetworkPacketsIn すべてのネットワークインターフェイスでの、こ
のインスタンスによって受信されたパケットの
数。このメトリクスは、受信トラフィックのボ
リュームを単一インスタンスでのパケット数とし
て識別します。

[Count] (カウン
ト)

NetworkPacketsOut すべてのネットワークインターフェイスでの、こ
のインスタンスから送信されたパケットの数。こ
のメトリクスは、送信トラフィックのボリューム
を単一インスタンスでのパケット数として識別し
ます。

[Count] (カウン
ト)

NetworkBandwidthInAllowanceExceededインバウンドの集計帯域幅がインスタンスの最大
値を超えたために形成されたパケットの数。

[Count] (カウン
ト)

NetworkConntrackAllowanceExceeded接続トラッキングがインスタンスの最大数を超
え、新しい接続を確立できなかったために形成さ
れたパケットの数。これにより、インスタンスと
の間で送受信されるトラフィックのパケット損失
が発生する可能性があります。

[Count] (カウン
ト)
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メトリクス 説明 単位

NetworkLinkLocalAllowanceExceededローカルプロキシサービスへのトラフィックの 
PPS がネットワークインターフェイスの最大値
を超えたために形成されたパケットの数。これ
は、DNS サービス、インスタンスメタデータサー
ビス、および Amazon Time Sync Service へのトラ
フィックに影響します。

[Count] (カウン
ト)

NetworkBandwidthOutAllowanceExceededアウトバウンド集計帯域幅がインスタンスの最大
値を超えたために形成されたパケットの数。

[Count] (カウン
ト)

Network Packets Per 
Second Allowance 
Exceeded

1 秒あたりの双方向パケットがインスタンスの最大
値を超えたために形成されたパケットの数。

[Count] (カウン
ト)

SwapUsage ホストで使用されるスワップの量。 バイト

Memcached のメトリクス
AWS/ElastiCache 名前空間には、次の Memcached メトリクスが含まれています。

AWS/ElastiCache 名前空間には、Memcached stats コマンドから派生した次のメトリクスが含まれていま
す。各メトリクスは、キャッシュノードレベルで算出されます。

以下の資料も参照してください。

• ホストレベルのメトリクス (p. 296)

メトリクス 説明 単位

BytesReadIntoMemcached キャッシュノードによってネットワークから読み
取られたバイト数。

バイト

BytesUsedForCacheItems キャッシュ項目の格納に使用したバイト数。 バイト

BytesWrittenOutFromMemcachedキャッシュノードによってネットワークに書き込
まれたバイト数。

バイト

CasBadval キャッシュが受信したが、その Cas (チェックと設
定) 値と格納されている Cas 値が一致しない CAS 
リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

CasHits キャッシュが受信し、リクエストされたキーが見
つかって Cas 値が一致した Cas リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

CasMisses キャッシュが受信したが、リクエストされたキー
が見つからない Cas リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

CmdFlush キャッシュが受信した flush コマンドの数。 [Count] (カウン
ト)

CmdGets キャッシュが受信した get コマンドの数。 [Count] (カウン
ト)

CmdSet キャッシュが受信した set コマンドの数。 [Count] (カウン
ト)

API バージョン 2015-02-02
298



Amazon ElastiCache ElastiCache 
for Memcached ユーザーガイド

使用状況のモニタリング

メトリクス 説明 単位

CurrConnections 特定の時点でキャッシュに接続された接続回
数。ElastiCache は、2～3 個の接続を使用してク
ラスターをモニタリングします。

上記に加えて、memcached は、ノードタイプに
使用されているスレッドの 2 倍に等しい数の内
部接続を作成します。ノードタイプ別のスレッド
数は、該当するパラメータグループの Nodetype 
Specific Parameters で確認できます。

合計接続数は、クライアント接続、モニタリング
用の接続、および上記の内部接続の合計数です。

[Count] (カウン
ト)

CurrItems キャッシュに現在格納されている項目の数。 [Count] (カウン
ト)

DecrHits キャッシュが受信し、リクエストされたキーが見
つかったデクリメントリクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

DecrMisses キャッシュが受信したが、リクエストされたキー
が見つからなかったデクリメントリクエストの
数。

[Count] (カウン
ト)

DeleteHits キャッシュが受信し、リクエストされたキーが見
つかった削除リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

DeleteMisses キャッシュが受信したが、リクエストされたキー
が見つからなかった削除リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

Evictions 新しく書き込むための領域を確保するために
キャッシュが排除した、期限切れではない項目の
数。

[Count] (カウン
ト)

GetHits キャッシュが受信し、リクエストされたキーが見
つかった get リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

GetMisses キャッシュが受信したが、リクエストされたキー
が見つからなかった get リクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

IncrHits キャッシュが受信し、リクエストされたキーが見
つかったインクリメントリクエストの数。

[Count] (カウン
ト)

IncrMisses キャッシュが受信したが、リクエストされたキー
が見つからなかったインクリメントリクエストの
数。

[Count] (カウン
ト)

Reclaimed 新しく書き込むための領域を確保するために
キャッシュが排除した、期限切れ項目の数。

[Count] (カウン
ト)

Memcached 1.4.14 では、次のメトリクスが追加で提供されます。

メトリクス 説明 単位

BytesUsedForHash ハッシュテーブルで現在使用されているバイト
数。

バイト
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メトリクス 説明 単位

CmdConfigGet config get リクエストの累積数。 [Count] (カウン
ト)

CmdConfigSet config set リクエストの累積数。 [Count] (カウン
ト)

CmdTouch touch リクエストの累積数。 [Count] (カウン
ト)

CurrConfig 現在格納されている設定の数。 [Count] (カウン
ト)

EvictedUnfetched 設定されてからまったくタッチされていない LRU 
キャッシュから排除された有効な項目の数。

[Count] (カウン
ト)

ExpiredUnfetched 設定されてからまったくタッチされていない LRU 
キャッシュから再生された有効期限切れの項目の
数。

[Count] (カウン
ト)

SlabsMoved 移動されたスラブページの合計数。 [Count] (カウン
ト)

TouchHits タッチされて新しい有効期限を与えられたキーの
数。

[Count] (カウン
ト)

TouchMisses タッチされたが見つからなかった項目の数。 [Count] (カウン
ト)

AWS/ElastiCache 名前空間には、以下の計算されたキャッシュレベルのメトリクスが含まれています。

メトリクス 説明 単位

NewConnections キャッシュが受信した新しい接続の数。この値
は、ある期間の変更を total_connections に記録す
ることによって memcached total_connections 統
計から派生したものです。この値は、ElastiCache 
用に予約された接続が 1 つあるため、常に 1 以上
になります。

[Count] (カウン
ト)

NewItems キャッシュが格納した新しい項目の数。この値
は、ある期間の変更を total_items に記録すること
によって memcached total_items 統計から派生し
たものです。

[Count] (カウン
ト)

UnusedMemory データに使用されていないメモリの量。この値
は、Memcached 統計の limit_maxbytes と bytes の
間で、limit_maxbytes から bytes を引くことによっ
て算出されます。

Memcached はデータに加えてオーバーヘッドに
もメモリを使用するため、UnusedMemory を追加
データ用のメモリ量と見なしてはなりません。未
使用メモリがまだ残っている状態でも削除が発生
する場合があります。

バイト
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メトリクス 説明 単位
詳細については、「Memcached item memory 
usage」を参照してください。
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モニタリングすべきメトリクス
次の CloudWatch メトリクスは、ElastiCache パフォーマンスを把握するのに役立ちます。ほとんどの場
合、パフォーマンスの問題が発生する前に修正作業を行うことができるように、これらのメトリクスに 
CloudWatch アラームを設定することをお勧めします。

モニタリングするメトリクス
• CPUUtilization (CPU使用度) (p. 302)
• SwapUsage (p. 302)
• Evictions (p. 302)
• CurrConnections (p. 302)

CPUUtilization (CPU使用度)

パーセント単位でレポートされるホストレベルのメトリクスです。詳細については、「ホストレベルのメ
トリクス (p. 296)」を参照してください。

Memcached はマルチスレッドのため、このメトリクスは約 90% です。このしきい値を超えた場合、よ
り大きいキャッシュノードタイプを使用してキャッシュクラスターをスケールするか、さらにキャッシュ
ノードを追加してスケールアウトしてください。

SwapUsage

バイト単位でレポートされるホストレベルのメトリクスです。詳細については、「ホストレベルのメトリ
クス (p. 296)」を参照してください。

FreeableMemory CloudWatch メトリクスが 0 に近い (つまり 100 MB 未満) または SwapUsage メトリ
クスが FreeableMemory メトリクスより大きい場合、ノードがメモリプレッシャーを受けていることを
示します。このような場合には、ConnectionOverhead パラメータ値を大きくすることをお勧めします。

Evictions

これは、キャッシュエンジンのメトリクスです。アプリケーションニーズに基づいてこのメトリクスの独
自のアラームしきい値を決定することをお勧めします。

選択したしきい値を超過した場合、大きいノードタイプを使用してクラスターをスケールするか、さらに
ノードを追加してスケールアウトしてください。

CurrConnections

これは、キャッシュエンジンのメトリクスです。アプリケーションニーズに基づいてこのメトリクスの独
自のアラームしきい値を決定することをお勧めします。

CurrConnections の値が大きくなった場合、アプリケーションに問題があることを示している可能性があ
ります。アプリケーション動作を調査してこの問題を解決する必要があります。
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CloudWatch クラスターとノードメトリクスのモニタリング
ElastiCache と CloudWatch は、多様なメトリクスを収集できるように統合されています。CloudWatch を
使用して、これらのメトリクスをモニタリングできます。

Note

次の例には、CloudWatch コマンドラインツールが必要です。CloudWatch の詳細と開発者ツール
のダウンロードについては、「CloudWatch 製品ページ」を参照してください。

次の手順は、CloudWatch を使用して、過去 1 時間のキャッシュクラスターのストレージ領域統計を収集
する方法を示しています。

Note

以下の例で指定されている StartTime 値と EndTime 値は、例示を目的としています。実際の
キャッシュノードに適した開始時刻値および終了時刻値で置き換える必要があります。

ElastiCache 制限の詳細については、ElastiCache の 「AWS サービス制限」を参照してください。

CloudWatch クラスターとノードメトリクスのモニタリング（コンソール）

キャッシュクラスターの CPU 使用率統計を収集するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. メトリクスを表示するキャッシュノードを選択します。

Note

20 個を超えるノードを選択すると、コンソールでメトリクスを表示できなくなります。

a. AWS マネジメントコンソールの [Cache Clusters] ページで、1 つ以上のキャッシュクラスターの
名前をクリックします。

キャッシュクラスターの詳細ページが表示されます。
b. ウィンドウ上部にある [Nodes] タブをクリックします。
c. 詳細ウィンドウの [Nodes] タブで、メトリクスを表示するキャッシュノードを選択します。

使用可能な CloudWatch メトリクスのリストがコンソールウィンドウの下部に表示されます。
d. [CPU Utilization] メトリクスをクリックします。

CloudWatch コンソールが開き、選択されたメトリクスが表示されます。[Statistic] および 
[Period] ドロップダウンリストボックスや [Time Range] タブを使用すると、表示されるメトリク
スを変更できます。

CloudWatch CLI を使用した CloudWatch クラスターとノードメトリクスのモニ
タリング

キャッシュクラスターの CPU 使用率統計を収集するには

• Linux、macOS、Unix の場合:

aws cloudwatch get-metric-statistics \ 
    --namespace AWS/ElastiCache \ 
    --metric-name CPUUtilization \ 
    --dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
{"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' \      
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    --statistics=Average \ 
    --start-time 2018-07-05T00:00:00 \ 
    --end-time 2018-07-06T00:00:00 \ 
    --period=3600

Windows の場合:

aws cloudwatch get-metric-statistics ^ 
    --namespace AWS/ElastiCache ^ 
    --metric-name CPUUtilization ^ 
    --dimensions='[{"Name":"CacheClusterId","Value":"test"},
{"Name":"CacheNodeId","Value":"0001"}]' ^ 
    --statistics=Average ^ 
    --start-time 2018-07-05T00:00:00 ^ 
    --end-time 2018-07-06T00:00:00 ^ 
    --period=3600

CloudWatch API を使用した CloudWatch クラスターとノードメトリックスのモ
ニタリング

キャッシュクラスターの CPU 使用率統計を収集するには

• 以下のパラメータを指定して、CloudWatch API GetMetricStatistics を呼び出します（示されて
いる開始時刻と終了時刻は例です。適切な開始時刻と終了時刻に置き換える必要があります）。

• Statistics.member.1=Average
• Namespace=AWS/ElastiCache
• StartTime=2013-07-05T00:00:00
• EndTime=2013-07-06T00:00:00
• Period=60
• MeasureName=CPUUtilization
• Dimensions=CacheClusterId=mycachecluster,CacheNodeId=0002

Example

http://monitoring.amazonaws.com/ 
    ?Action=GetMetricStatistics 
    &SignatureVersion=4 
    &Version=2014-12-01 
    &StartTime=2018-07-05T00:00:00 
    &EndTime=2018-07-06T23:59:00 
    &Period=3600 
    &Statistics.member.1=Average 
    &Dimensions.member.1="CacheClusterId=mycachecluster" 
    &Dimensions.member.2="CacheNodeId=0002" 
    &Namespace=&AWS;/ElastiCache 
    &MeasureName=CPUUtilization       
    &Timestamp=2018-07-07T17%3A48%3A21.746Z 
    &AWS;AccessKeyId=<&AWS; Access Key ID> 
    &Signature=<Signature>
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AWS CloudTrail を使用した Amazon ElastiCache API 
コール
Amazon ElastiCache は、AWS CloudTrail と統合されています。これは、Amazon ElastiCache の
ユーザー、ロール、または AWS のサービスで実行されたアクションを記録するためのサービスで
す。CloudTrail は、Amazon ElastiCache コンソールからの呼び出しと Amazon ElastiCache API オペレー
ションへのコード呼び出しを含む、Amazon ElastiCache の API コールをイベントとしてキャプチャしま
す。証跡を作成する場合は、Amazon ElastiCache のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail 
イベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソー
ルの Event history (イベント履歴)で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用
して、Amazon ElastiCache に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエス
ト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail の Amazon ElastiCache 情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。Amazon 
ElastiCache でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは、[Event history] (イベント履歴) にあ
る他の AWS のサービスのイベントとともに、CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカウントで最
近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴でのイ
ベントの表示」を参照してください。

Amazon ElastiCache のイベントなど、AWS アカウントのイベントを継続的に記録するには、証跡を作成
します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトで
は、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。証跡は AWS パー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに
基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してくださ
い。

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

すべての Amazon ElastiCache アクションは CloudTrail が記録します。これ
らのアクションは、ElastiCache API リファレンスで説明されています。例え
ば、CreateCacheCluster、DescribeCacheCluster、ModifyCacheClusterの各アクションを呼び
出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。同一性情報
は次の判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。
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Amazon ElastiCache ログファイルエントリの理解
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように設定できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API 
コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次は、CreateCacheCluster アクションを示す CloudTrail ログエントリの例です。

{  
    "eventVersion":"1.01", 
    "userIdentity":{ 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE", 
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName":"elasticache-allow" 
    }, 
    "eventTime":"2014-12-01T22:00:35Z", 
    "eventSource":"elasticache.amazonaws.com", 
    "eventName":"CreateCacheCluster", 
    "awsRegion":"us-west-2", 
    "sourceIPAddress":"192.0.2.01", 
    "userAgent":"AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01", 
    "requestParameters":{ 
        "numCacheNodes":2, 
        "cacheClusterId":"test-memcached", 
        "engine":"memcached", 
        "aZMode":"cross-az", 
        "cacheNodeType":"cache.m1.small", 
        
    }, 
    "responseElements":{ 
        "engine":"memcached", 
        "clientDownloadLandingPage":"https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:", 
        "cacheParameterGroup":{ 
            "cacheParameterGroupName":"default.memcached1.4", 
            "cacheNodeIdsToReboot":{ 
            }, 
            "parameterApplyStatus":"in-sync" 
        }, 
        "preferredAvailabilityZone":"Multiple", 
        "numCacheNodes":2, 
        "cacheNodeType":"cache.m1.small", 
       
        "cacheClusterStatus":"creating", 
        "autoMinorVersionUpgrade":true, 
        "preferredMaintenanceWindow":"thu:05:00-thu:06:00", 
        "cacheClusterId":"test-memcached", 
        "engineVersion":"1.4.14", 
        "cacheSecurityGroups":[ 
            { 
                "status":"active", 
                "cacheSecurityGroupName":"default" 
            } 
        ], 
        "pendingModifiedValues":{ 
        } 
    }, 
    "requestID":"104f30b3-3548-11e4-b7b8-6d79ffe84edd", 
    "eventID":"92762127-7a68-42ce-8787-927d2174cde1"  
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}

次の例は、DescribeCacheCluster アクションを示す CloudTrail ログエントリです。Amazon 
ElastiCache のすべての Describe 呼び出し（Describe*）について、ResponseElements セクションが
削除され、null と表示されます。

{  
    "eventVersion":"1.01", 
    "userIdentity":{ 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE", 
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName":"elasticache-allow" 
    }, 
    "eventTime":"2014-12-01T22:01:00Z", 
    "eventSource":"elasticache.amazonaws.com", 
    "eventName":"DescribeCacheClusters", 
    "awsRegion":"us-west-2", 
    "sourceIPAddress":"192.0.2.01", 
    "userAgent":"AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01", 
    "requestParameters":{ 
        "showCacheNodeInfo":false, 
        "maxRecords":100 
    }, 
    "responseElements":null, 
    "requestID":"1f0b5031-3548-11e4-9376-c1d979ba565a", 
    "eventID":"a58572a8-e81b-4100-8e00-1797ed19d172"
}

ModifyCacheCluster アクションを記録する CloudTrail のログエントリの例を以下に示します。

{  
    "eventVersion":"1.01", 
    "userIdentity":{ 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"EXAMPLEEXAMPLEEXAMPLE", 
        "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/elasticache-allow", 
        "accountId":"123456789012", 
        "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName":"elasticache-allow" 
    }, 
    "eventTime":"2014-12-01T22:32:21Z", 
    "eventSource":"elasticache.amazonaws.com", 
    "eventName":"ModifyCacheCluster", 
    "awsRegion":"us-west-2", 
    "sourceIPAddress":"192.0.2.01", 
    "userAgent":"AWS CLI/ElastiCache 1.10 API 2014-12-01", 
    "requestParameters":{ 
        "applyImmediately":true, 
        "numCacheNodes":3, 
        "cacheClusterId":"test-memcached" 
    }, 
    "responseElements":{ 
        "engine":"memcached", 
        "clientDownloadLandingPage":"https://console.aws.amazon.com/elasticache/
home#client-download:", 
        "cacheParameterGroup":{ 
            "cacheParameterGroupName":"default.memcached1.4", 
            "cacheNodeIdsToReboot":{ 
            }, 
            "parameterApplyStatus":"in-sync" 
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        }, 
        "cacheClusterCreateTime":"Dec 1, 2014 10:16:06 PM", 
        "preferredAvailabilityZone":"Multiple", 
        "numCacheNodes":2, 
        "cacheNodeType":"cache.m1.small", 
        "cacheClusterStatus":"modifying", 
        "autoMinorVersionUpgrade":true, 
        "preferredMaintenanceWindow":"thu:05:00-thu:06:00", 
        "cacheClusterId":"test-memcached", 
        "engineVersion":"1.4.14", 
        "cacheSecurityGroups":[ 
            { 
                "status":"active", 
                "cacheSecurityGroupName":"default" 
            } 
        ], 
        "configurationEndpoint":{ 
            "address":"test-memcached.example.cfg.use1prod.cache.amazonaws.com", 
            "port":11211 
        }, 
        "pendingModifiedValues":{ 
            "numCacheNodes":3 
        } 
    }, 
    "requestID":"807f4bc3-354c-11e4-9376-c1d979ba565a", 
    "eventID":"e9163565-376f-4223-96e9-9f50528da645"
}

ElastiCache イベントのモニタリング
重要なイベントがクラスター上で発生すると、ElastiCache から特定の Amazon SNS トピックに通知が送
信されます。例には、ノードの追加の失敗、ノードの追加の成功、セキュリティグループの変更などが含
まれます。主要イベントをモニタリングすることで、クラスターの現在の状態を知り、イベントに基づい
て是正措置を取ることができます。

トピック
• ElastiCache Amazon SNS 通知の管理 (p. 308)
• ElastiCache イベントの表示 (p. 312)
• イベント通知と Amazon SNS (p. 315)

ElastiCache Amazon SNS 通知の管理
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して重要なクラスターイベントの通知が送信さ
れるように ElastiCache を設定できます。これらの例では、Amazon SNS トピックの Amazon リソース
ネーム（ARN）を使用してクラスターを設定し、通知を受け取るようにします。

Note

このトピックでは、Amazon SNS にサインアップし、Amazon SNS トピックをセットアップ
およびサブスクライブしていることを前提としています。これを行う方法の詳細については、
「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」を参照してください。

Amazon SNS トピックを追加する
以下のセクションでは、Amazon SNS トピックを AWS コンソール、AWS CLI、または ElastiCache API 
を使用して追加する方法について説明します。

Amazon SNS トピックを追加する (コンソール)

以下の手順は、クラスターの Amazon SNS トピックを追加する方法を示しています。
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Note

このプロセスは、Amazon SNS トピックの変更に使用できます。

クラスターの Amazon SNS トピックを追加または変更するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. [クラスター] で、Amazon SNS トピック ARN を追加または変更するクラスターを選択します。
3. 変更を選択します。
4. [Modify Cluster] の [Topic for SNS Notification] で、追加する SNS トピックを選択します。または、

[Manual ARN input] を選択して Amazon SNS トピックの ARN を入力します。
5. 変更を選択します。

Amazon SNS トピックを追加する (AWS CLI)

クラスターの Amazon SNS トピックを追加または変更するには、AWS CLI コマンド modify-cache-
cluster を使用します。

次のコード例では、Amazon SNS トピック ARN を [my-cluster] に追加します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xxx:ElastiCacheNotifications

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --notification-topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789xx:ElastiCacheNotifications

詳細については、「modify-cache-cluster」を参照してください。

Amazon SNS トピックを追加する（ElastiCache API）

クラスターの Amazon SNS トピックを追加または変更するには、以下のパラメータを指定して
ModifyCacheCluster アクションを呼び出します。

• CacheClusterId=my-cluster
• TopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-
west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications

Example

https://elasticache.amazon.com/ 
    ?Action=ModifyCacheCluster 
    &ApplyImmediately=false 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &NotificationTopicArn=arn%3Aaws%3Asns%3Aus-
west-2%3A565419523791%3AElastiCacheNotifications 
    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
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    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>

詳細については、「ModifyCacheCluster」を参照してください。

Amazon SNS 通知の有効化と無効化

クラスターでは、通知を有効または無効にすることができます。次の手順は、Amazon SNS 通知を無効に
する方法を示しています。

Amazon SNS 通知の有効化と無効化（コンソール）

AWS Management Console を使用して Amazon SNS 通知を無効にするには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. Memcached を実行しているクラスターのリストを表示するには、左のナビゲーションペインで、
[Memcached] を選択します。

3. 通知を変更するクラスターの左側にあるボックスを選択します。
4. 変更を選択します。
5. In [Modify Cluster] の [Topic for SNS Notification], で、[Disable Notifications] を選択します。
6. 変更を選択します。

Amazon SNS 通知の有効化と無効化（AWS CLI)

Amazon SNS 通知を無効にするには、以下のパラメータを指定して modify-cache-cluster コマンド
を使用します。

Linux、macOS、Unix の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster \ 
    --cache-cluster-id my-cluster \ 
    --notification-topic-status inactive

Windows の場合:

aws elasticache modify-cache-cluster ^ 
    --cache-cluster-id my-cluster ^ 
    --notification-topic-status inactive

Amazon SNS 通知の有効化と無効化（ElastiCache API）

Amazon SNS 通知を無効にするには、以下のパラメータを指定して ModifyCacheCluster アクション
を呼び出します。

• CacheClusterId=my-cluster
• NotificationTopicStatus=inactive

この呼び出しにより、以下のような出力が返されます。
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Example

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=ModifyCacheCluster 
    &ApplyImmediately=false 
    &CacheClusterId=my-cluster 
    &NotificationTopicStatus=inactive 
    &Version=2014-12-01 
    &SignatureVersion=4 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &Timestamp=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Date=20141201T220302Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=Host 
    &X-Amz-Expires=20141201T220302Z 
    &X-Amz-Credential=<credential> 
    &X-Amz-Signature=<signature>
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ElastiCache イベントの表示
ElastiCache は、クラスターのインスタンス、セキュリティグループ、パラメータグループに関連するイ
ベントを記録します。この情報には、イベントの日付と時刻、イベントのソース名とソースタイプ、イベ
ントの説明などがあります。ElastiCache コンソール、AWS CLI describe-events コマンド、または 
ElastiCache API アクション DescribeEvents を使用して、ログから簡単にイベントを取得できます。

次の手順は、過去 24 時間 (1440 分) のすべての ElastiCache イベントを表示する方法を示しています。

ElastiCache イベントの表示 (コンソール)
次の手順は、ElastiCache コンソールを使用してイベントを表示します。

ElastiCache コンソールを使用してスタックイベントを表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. 利用可能なすべてのイベントのリストを表示するには、ナビゲーションペインで [Events] を選択しま
す。

[Events] 画面のリスト内の各行は 1 個のイベントを表し、イベントのソース、イベントの種類 (キャッ
シュクラスター、キャッシュパラメータグループ、キャッシュセキュリティグループ、キャッシュサ
ブネットグループ)、イベントの GMT 時間、イベントの説明が表示されます。

[Filter] を使用して、イベントリストにすべてのイベントを表示するか特定タイプのイベントのみを表
示するかを指定できます。

ElastiCache イベントの表示 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して ElastiCache イベントのリストを作成するには、describe-events コマンドを使用
します。オプションパラメーターを使用して、一覧されるイベントのタイプ、イベントの期間、イベント
一覧の最大数などを制御できます。

次のコードでは、最大 40 個のキャッシュクラスターイベントを一覧表示します。

aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40  

次のコードでは、過去 24 時間 (1440 分) のすべてのイベントを一覧表示します。

aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --duration 1440 

describe-events のコマンドによる出力は次のようになります。

aws elasticache describe-events --source-type cache-cluster --max-items 40   
{ 
    "Events": [ 
        { 
            "SourceIdentifier": "my-mem-cluster", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Finished modifying number of nodes from 1 to 3", 
            "Date": "2020-06-09T02:01:21.772Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "my-mem-cluster", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Added cache node 0002 in availability zone us-west-2a", 
            "Date": "2020-06-09T02:01:21.716Z" 
        }, 
        { 
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            "SourceIdentifier": "my-mem-cluster", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Added cache node 0003 in availability zone us-west-2a", 
            "Date": "2020-06-09T02:01:21.706Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "my-mem-cluster", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Increasing number of requested nodes", 
            "Date": "2020-06-09T01:58:34.178Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2c", 
            "Date": "2020-06-09T01:51:14.120Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex: 'appendonly'). 
  Please use a different instance type to enable persistence.", 
            "Date": "2020-06-09T01:51:14.095Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0003-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Cache cluster created", 
            "Date": "2020-06-09T01:51:14.094Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b", 
            "Date": "2020-06-09T01:42:55.603Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex: 'appendonly'). 
  Please use a different instance type to enable persistence.", 
            "Date": "2020-06-09T01:42:55.576Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-005", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Cache cluster created", 
            "Date": "2020-06-09T01:42:55.574Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Added cache node 0001 in availability zone us-west-2b", 
            "Date": "2020-06-09T01:28:40.798Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "This cache cluster does not support persistence (ex: 'appendonly'). 
  Please use a different instance type to enable persistence.", 
            "Date": "2020-06-09T01:28:40.775Z" 
        }, 
        { 
            "SourceIdentifier": "mycluster-0001-004", 
            "SourceType": "cache-cluster", 
            "Message": "Cache cluster created", 
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            "Date": "2020-06-09T01:28:40.773Z" 
        } 
    ]
}

使用できるパラメータおよび許可されたパラメータ値などの詳細については、「describe-events」を
参照してください。

ElastiCache イベントの表示 (ElastiCache API)
ElastiCache イベントのリストを ElastiCache API を使用して生成するには、DescribeEvents アクショ
ンを使用します。オプションパラメーターを使用して、一覧されるイベントのタイプ、イベントの期間、
イベント一覧の最大数などを制御できます。

次のコードは、40 個の最新のキャッシュクラスターイベントを一覧します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeEvents 
   &MaxRecords=40 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &SourceType=cache-cluster 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

次のコードは、過去 24 時間 (1440 分) のキャッシュクラスターイベントを一覧します。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
   ?Action=DescribeEvents 
   &Duration=1440 
   &SignatureVersion=4 
   &SignatureMethod=HmacSHA256 
   &SourceType=cache-cluster 
   &Timestamp=20150202T192317Z 
   &Version=2015-02-02 
   &X-Amz-Credential=<credential>

上記のアクションでは、次のような出力が生成されます。

<DescribeEventsResponse xmlns="http://elasticache.amazonaws.com/doc/2015-02-02/">  
    <DescribeEventsResult>  
        <Events>  
            <Event>  
                <Message>Cache cluster created</Message>  
                <SourceType>cache-cluster</SourceType>  
                <Date>2015-02-02T18:22:18.202Z</Date>  
                <SourceIdentifier>mem01</SourceIdentifier>  
            </Event>  
                
 (...output omitted...) 
           
        </Events>  
    </DescribeEventsResult>  
    <ResponseMetadata>  
        <RequestId>e21c81b4-b9cd-11e3-8a16-7978bb24ffdf</RequestId>  
    </ResponseMetadata>  
</DescribeEventsResponse>

使用できるパラメータおよび許可されたパラメータ値などの詳細については、「DescribeEvents」を参
照してください。
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イベント通知と Amazon SNS
ElastiCache では、キャッシュクラスターで重要なイベントが発生したときに、Amazon Simple 
Notification Service (SNS) を使用してメッセージを発行できます。この機能を使用すると、キャッシュク
ラスターの個々のキャッシュノードエンドポイントに接続されたクライアントコンピュータでサーバーリ
ストを更新できます。

Note

価格の情報やAmazon SNS ドキュメントへのリンクを含む、Amazon Simple Notification Service 
(SNS) の詳細については、「Amazon SNS 製品ページ」を参照してください。

通知は、指定した Amazon SNS [トピック] に発行されます。通知の要件は以下のとおりです:

• ElastiCache 通知に対して設定できるトピックは 1 つだけです。
• Amazon SNS トピックを所有する AWS アカウントは、通知が有効になっているキャッシュクラスター

を所有するアカウントと同じアカウントである必要があります。
• 発行先の Amazon SNS トピックは暗号化できません。

Note

暗号化された (保存された) Amazon SNS トピックをクラスターにアタッチできます。
ただし、ElastiCache コンソールからのトピックのステータスは非アクティブと表示さ
れ、ElastiCache がメッセージをトピックにプッシュしたときに、クラスターとトピックの関連
付けが効果的に解除されます。

• Amazon SNS トピックは、ElastiCache クラスターと同じリージョンに存在している必要があります。

ElastiCache イベント
以下の ElastiCache イベントにより、Amazon SNS 通知がトリガーされます。イベントの詳細について
は、「ElastiCache イベントの表示 (p. 312)」を参照してください。

[Event Name] (イベント名) Message 説明

ElastiCache:AddCacheNodeCompleteElastiCache:AddCacheNodeComplete :
cache-cluster

キャッシュノードがキャッシュ
クラスターに追加され、使用可
能になっています。

ElastiCache:AddCacheNodeFailed（使
用できる IP アドレスが不足して
いるため）

ElastiCache:AddCacheNodeFailed :
cluster-name

使用できる IP アドレスが不足し
ているため、キャッシュノード
を追加できませんでした。

ElastiCache:CacheClusterParametersChangedElastiCache:CacheClusterParametersChanged :
cluster-name

1 つ以上のキャッシュクラスター
パラメータが変更されました。

ElastiCache:CacheClusterProvisioningCompleteElastiCache:CacheClusterProvisioningComplete
cluster-name-0001-005

キャッシュクラスターのプロビ
ジョニングが完了し、キャッ
シュクラスター内のキャッシュ
ノードが使用可能になりまし
た。

ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed（ネッ
トワーク状態に互換性がないた
め）

ElastiCache:CacheClusterProvisioningFailed :
cluster-name

存在しない Virtual Private Cloud 
(VPC) に新しいキャッシュクラ
スターに起動する試みが行われ
ました。

ElastiCache:CacheClusterScalingCompleteCacheClusterScalingComplete :
cluster-name

キャッシュクラスターのスケー
リングが正常に完了しました。
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[Event Name] (イベント名) Message 説明

ElastiCache:CacheClusterScalingFailedElastiCache:CacheClusterScalingFailed :
cluster-name

キャッシュクラスターのスケー
ルアップが失敗しました。

ElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModifiedElastiCache:CacheClusterSecurityGroupModified :
cluster-name

以下のいずれかのイベントが発
生しました。

• キャッシュクラスターに承認
されたキャッシュセキュリ
ティグループのリストが修正
されました。

• 1 つ以上の新しい EC2 セキュ
リティグループが、キャッ
シュクラスターに関連付けら
れたキャッシュセキュリティ
グループで承認されました。

• 1 つ以上の EC2 セキュリティ
グループが、キャッシュク
ラスターに関連付けられた
キャッシュセキュリティグ
ループから取り消されまし
た。

ElastiCache:CacheNodeReplaceStartedElastiCache:CacheNodeReplaceStarted :
cluster-name

ElastiCache が、キャッシュノー
ドを実行しているホストのパ
フォーマンスが低下している
か、到達できないことを検出し
たため、キャッシュノードの置
き換えを開始しました。

Note

置き換えられたキャッ
シュノードの DNS エン
トリは変更されません。

ほとんどのインスタンスでは、
このイベントが発生したとき
にクライアントのサーバーリ
ストを更新する必要はありま
せん。ただし、一部のキャッ
シュクライアントライブラリ
は、ElastiCache がキャッシュ
ノードを置き換えた後でも
キャッシュノードの使用を停
止する可能性があります。この
場合、このイベントが発生した
とき、アプリケーションがサー
バーリストを更新する必要があ
ります。
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[Event Name] (イベント名) Message 説明

ElastiCache:CacheNodeReplaceCompleteElastiCache:CacheNodeReplaceComplete :
cluster-name

ElastiCache が、キャッシュノー
ドを実行しているホストのパ
フォーマンスが低下している
か、到達できないことを検出し
たため、キャッシュノードの置
き換えを完了しました。

Note

置き換えられたキャッ
シュノードの DNS エン
トリは変更されません。

ほとんどのインスタンスでは、
このイベントが発生したとき
にクライアントのサーバーリ
ストを更新する必要はありま
せん。ただし、一部のキャッ
シュクライアントライブラリ
は、ElastiCache がキャッシュ
ノードを置き換えた後でも
キャッシュノードの使用を停
止する可能性があります。この
場合、このイベントが発生した
とき、アプリケーションがサー
バーリストを更新する必要があ
ります。

ElastiCache:CacheNodesRebootedElastiCache:CacheNodesRebooted :
cluster-name

1 つ以上のキャッシュノードが再
起動されました。

メッセージ (Memcached) :
"Cache node %s shutdown"
2 番目のメッセージ: "Cache 
node %s restarted"

ElastiCache:CertificateRenewalComplete 
(Redis のみ)

ElastiCache:CertificateRenewalCompleteAmazon CA 証明書が正常に更新
されました。

ElastiCache:CreateReplicationGroupCompleteElastiCache:CreateReplicationGroupComplete :
cluster-name

レプリケーショングループが正
常に作成されました。

ElastiCache:DeleteCacheClusterCompleteElastiCache:DeleteCacheClusterComplete :
cluster-name

キャッシュクラスターと関連す
るすべてのアプリケーション
キャッシュノードの削除が完了
しました。

ElastiCache:FailoverComplete 
(Redis のみ)

ElastiCache:FailoverComplete :
mycluster

レプリカノードへのフェイル
オーバーが成功しました。

ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinishedElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountFinished :
cluster-name-0001-005

クラスタ内のレプリカの数が増
加しました。

ElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStartedElastiCache:ReplicationGroupIncreaseReplicaCountStarted :
cluster-name-0003-004

クラスターにレプリカを追加す
るプロセスが開始されました。
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[Event Name] (イベント名) Message 説明

ElastiCache:NodeReplacementCanceledElastiCache:NodeReplacementCanceled :
cluster-name

置き換え対象となっていたクラ
スター内のノードが置き換え対
象ではなくなりました。

ElastiCache:NodeReplacementRescheduledElastiCache:NodeReplacementRescheduled :
cluster-name

以前置き換え対象になったクラ
スター内のノードのスケジュー
ルが、通知に記載されている新
しい期間に変更されました。

実行可能なアクションについて
は、「ノードの置換 (p. 54)」を
参照してください。

ElastiCache:NodeReplacementScheduledElastiCache:NodeReplacementScheduled :
cluster-name

クラスター内のノードが、通知
に記載されている期間中の置き
換え対象となりました。

実行可能なアクションについて
は、「ノードの置換 (p. 54)」を
参照してください。

ElastiCache:RemoveCacheNodeCompleteElastiCache:RemoveCacheNodeComplete :
cluster-name

キャッシュノードがキャッシュ
クラスターから削除されまし
た。

ElastiCache:ReplicationGroupScalingCompleteElastiCache:ReplicationGroupScalingComplete :
cluster-name

レプリケーショングループのス
ケールアップオペレーションが
正常に完了しました。

ElastiCache:ReplicationGroupScalingFailed"Failed applying 
modification to cache 
node type to %s."

レプリケーショングループのス
ケールアップが失敗しました。

ElastiCache:ServiceUpdateAvailableForNode"Service update is 
available for cache node 
%s."

セルフサービス更新は、ノード
で使用できます。

ElastiCache:SnapshotComplete 
(Redis のみ)

ElastiCache:SnapshotComplete :
cluster-name

キャッシュスナップショットの
作成が正常に完了しました。

ElastiCache:SnapshotFailed 
(Redis のみ)

SnapshotFailed :
cluster-name

キャッシュスナップショットの
作成に失敗しました。詳細な
原因については、クラスターの
キャッシュイベントを参照して
ください。

スナップショット
を表示する場合は、
「DescribeSnapshots」を参
照してください。ステータスは
failed です。

関連トピック

• ElastiCache イベントの表示 (p. 312)
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Amazon ElastiCache のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAAなど複数のAWSコンプライアンスプログ
ラムの一環として、AWSサービスのセキュリティとコンプライアンスを評価します。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次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 AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

コンプライアンスのためのセルフサービスセキュリ
ティアップデート
ElastiCache は、コンソール、API、および CLI を介して [Service Updates (サービスの更新)] と呼ばれる
セルフサービスソフトウェアアップデート機能を提供します。この機能を使用すると、クラスターのセ
キュリティアップデートをオンデマンドでリアルタイムに管理できます。この機能では、最新の必要なセ
キュリティ修正プログラムでクラスターを更新するタイミングを制御することができ、ビジネスへの影響
を最小限に抑えることができます。

セキュリティアップデートは、[Service Updates (サービスの更新)] 機能よりリリースされます。それら
は、値 [セキュリティ更新] の [タイプの更新] フィールドによって指定されます。サービスの更新には、対
応する [重大度] フィールドと [Recommended Apply by Date] フィールドがあります。クラスターのコンプ
ライアンスを維持するには、[Recommended Apply by Date] (推奨される適用期限) で利用可能な更新を適
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HIPAA 適格性

用する必要があります。[SLA Met] (SLA 準拠) フィールドに、クラスターのコンプライアンスステータス
が反映されます。

Note

推奨日までにサービスの更新を適用しなかった場合、またはサービスの更新が期限切れになった
場合、ElastiCache がお客様に代わって更新を適用することはありません。
Redis クラスターに適用可能なサービスの更新は、Redis コンソールのお知らせ、メー
ル、Amazon SNS、CloudWatch イベント、および AWS Health Dashboard より通知されます。
セルフサービスメンテナンスの詳細については、ElastiCache for Memcached のサービスの更
新 (p. 324) を参照してください。
 
CloudWatch イベントおよび AWS Health Dashboard は、次のリージョンではサポートされてい
ません。

• us-gov-west-1
• us-gov-east-1
• cn-north-1
• cn-northwest-1

HIPAA 適格性
AWS の HIPAA コンプライアンスプログラムには、HIPAA 適格サービスとして Amazon ElastiCache for 
Memcached が含まれています。

HIPAA に準拠した ElastiCache for Memcached を使用するには、AWS でビジネスアソシエイト契約 
(BAA) を設定する必要があります。加えて、クラスターおよびクラスター内のノードが、以下に挙げられ
たエンジンバージョン、ノードタイプ、データセキュリティの条件を満たす必要があります。

要件

ElastiCache for Memcached クラスターで HIPAA のサポートを有効にするには、クラスターおよびクラス
ター内のノードが以下の要求事項を満たす必要があります。

• エンジンのバージョンの要件 – クラスターは、HIPAA 適格であるためには、エンジンバージョン 
1.16.12 を実行している必要があります。

• ノードタイプの要件 – クラスターは、最新世代のノードタイプを実行している必要があります。詳細に
ついては、次を参照してください。
• サポートされているノードの種類 (p. 49)
• Memcached ノードサイズの選択 (p. 72)

• データセキュリティ要件 – クラスターでは、転送時の暗号化が有効である必要があります。詳細につい
ては、「ElastiCache の転送時の暗号化 (TLS) (p. 205)」を参照してください。

• セキュリティの更新の要件 – Memcached クラスターは、タイプが [セキュリティ] の最新のサービスの
更新で [Recommended Apply by Date] (推奨される適用期限) までに更新する必要があります。クラス
ターは、リアルタイムにオンデマンドで更新することができ、業務に影響を及ぼすことはありません。
詳細については、「ElastiCache for Memcached のサービスの更新 (p. 324)」を参照してください。

これらの要求事項を満たすことで、HIPAA に従って保護されるべき医療情報 (PHI) の保存、処理、アクセ
スに ElastiCache for Memcached を使用できます。

AWS クラウドおよび HIPAA 適格性の概要については、以下を参照してください。

• HIPAA への準拠
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services
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回復力

• セキュリティの更新の要件 – [Recommended Apply by Date] で Redis クラスターを定期的に更新する必
要があります。クラスターは、リアルタイムにオンデマンドで更新することができ、業務に影響を及ぼ
すことはありません。詳しくは、「ElastiCache for Memcached のサービスの更新 (p. 324)」を参照し
てください。

Amazon ElastiCache s の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon ElastiCache では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバック
アップのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

トピック
• 障害の軽減 (p. 322)

障害の軽減
Amazon ElastiCache の実装を計画した場合、障害がアプリケーションやデータに及ぼす影響を最小限にと
どめるように計画する必要があります。このセクションのトピックでは、アプリケーションおよびデータ
を障害から保護するために実行できるアプローチについて説明します。

トピック
• Memcached 実行時の障害を軽減する (p. 322)
• レコメンデーション (p. 323)

Memcached 実行時の障害を軽減する
Memcached エンジンを実行する場合に、障害の影響を最小にするためのオプションとして次のものがあ
ります。障害の軽減に対処する方法には、ノードの障害の軽減とアベイラビリティーゾーンの障害の軽減
の 2 つのタイプがあります。

ノードの障害の軽減
ノードの障害の影響を軽減するには、キャッシュデータをより多くのノードに広げます。Memcached が
レプリケーションをサポートしていないため、ノードの障害によって必ずクラスターからある程度のデー
タが失われます。

Memcached クラスターを作成すると、1～40 のノード、または特殊なリクエストによってそれ以上の
ノードを作成できます。大量のノード間でデータのパーティションを行うと、ノードで障害が発生した場
合のデータの損失が小さくなります。たとえば、10 のノード間でデータのパーティションを行うと、単一
のノードに約 10% のキャッシュデータが保存されることになります。この場合、ノードの障害が起きる
とキャッシュの約 10% が失われ、代替ノードが作成されプロビジョニングされたときに置き換える必要が
あります。同じデータがより大きな 3 つのノードにキャッシュされている場合は、ノードの障害によって
キャッシュされたデータの約 33% が失われます。
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Memcached クラスターで 40 を超えるノード、または AWS リージョンで合計で 300 を超えるノードが
必要な場合は、ElastiCache 制限増加申請フォーム (https://aws.amazon.com/contact-us/elasticache-node-
limit-request/) に入力してください。

Memcached クラスターのノード数を指定する方法の詳細については、「Memcached クラスター (CLI) の
作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。

アベイラビリティーゾーンの障害の軽減

アベイラビリティーゾーンの障害の影響を軽減するためには、可能な限り多くのアベイラビリティーゾー
ンでノードを見つけます。AZ の障害が発生した場合には、他の AZ でキャッシュされたデータではなく、
その AZ でキャッシュされたデータが失われます。

なぜ大量のノードが必要ですか。

自分のリージョンに 3 つのアベイラビリティーゾーンのみがある場合、AZ で障害が発生すればデータの
約 3 分の 1 を失うことになるので、なぜ 3 つ以上のノードが必要なのですか。

これはいい質問です。当社では、ノードの障害とアベイラビリティーゾーンの障害の 2 つの明確な障害を
軽減しようとしてきました。ご指摘のとおり、データが各アベイラビリティーゾーンにまたがっており、
ゾーンの 1 つで障害が発生した場合は、ノード数に関係なくその AZ でキャッシュされたデータのみが失
われます。ただしノードで障害が発生した場合は、できるだけ多くのノードがあったほうが、失われる
データの割合が減ります。

クラスターのノード数を決定する「魔法の公式」はありません。データ損失の影響と障害が発生する可能
性とコストを考慮して、個別に判断を下す必要があります。

Memcached クラスターのノード数を指定する方法の詳細については、「Memcached クラスター (CLI) の
作成 (コンソール) (p. 74)」を参照してください。

リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「リージョンとアベイラビリティーゾーンの
選択 (p. 36)」を参照してください。

レコメンデーション
計画を立てる必要のある障害には、個別ノードの障害と、幅広いアベイラビリティーゾーンの障害の 2 つ
のタイプがあります。ベストの障害軽減プランは、両方のタイプの障害に対処します。

障害の影響を最小限に抑える

Memcached を実行してノード間でデータを仕切っている場合は、ノードの数を増やすほど 1 つのノード
で障害が発生した場合のデータの損失をより小さくすることができます。

アベイラビリティーゾーンの障害の影響を最小限に抑える

アベイラビリティーゾーンの障害の影響を最小限に抑えるには、できるだけ多くの異なるアベイラビリ
ティーゾーンでノードを起動することをお勧めします。ノードを AZ 間に均等に分散することで、予期し
ない AZ の障害が発生した場合の影響を最小化します。

AWS Elasticache でのインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスとして、AWS Elasticache は、AWS アーキテクチャセンターの「セキュリティとコン
プライアンスセクション」で説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって保
護されます。
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AWS が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由で Elasticache にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

ElastiCache for Memcached のサービスの更新
ElastiCache for Memcached は、サービスの更新が利用可能になったときに自動的に適用されるように、
クラスターとノードのフリートをモニタリングします。通常、ElastiCache for Memcached がこれらの更
新を適用できるように、事前定義されたメンテナンスウィンドウを設定します。ただし、場合によって
は、このアプローチが厳格すぎて、ビジネスフローが制限される可能性もあります。

サービスの更新では、更新を適用するタイミングと内容を制御できます。選択した ElastiCache for 
Memcached クラスターに対するこれらの更新の進行状況をリアルタイムでモニタリングすることもでき
ます。

サービスの更新の管理
ElastiCache for Memcached のサービスの更新は定期的にリリースされています。これらのサービ
スの更新の対象となるクラスターが 1 つ以上ある場合は、更新がリリースされたときに、E メー
ル、SNS、Personal Health Dashboard (PHD)、および Amazon CloudWatch Events より通知が送信され
ます。更新は、ElastiCache for Memcached コンソールの [Service Updates] (サービスの更新) ページにも
表示されます。このダッシュボードを使用すると、ElastiCache for Memcached フリートに関するサービ
スの更新とそのステータスをすべて表示できます。

自動更新を開始する前に、更新を適用するタイミングを制御します。最新のセキュリティパッチで 
ElastiCache for Memcached を常に最新の状態に維持できるように、できるだけ早く [security-update] (セ
キュリティ更新) タイプの更新を適用することを強くお勧めします。

以下のセクションでは、これらのオプションについて詳しく説明します。

トピック
• サービスの更新の適用 (p. 324)

サービスの更新の適用
フリートに対するサービスの更新の適用は、更新が [available] (使用可能) ステータスになってから開始す
ることができます。サービスの更新は累積的です。つまり、未適用の更新も最新の更新に含まれます。

サービスの更新で自動更新が有効になっている場合、使用可能になったときにアクションを実行しないよ
う選択できます。ElastiCache for Memcached は、[Auto-update start date] (自動更新開始日) 以降、クラス
ターのメンテナンス期間中に更新を適用するようにスケジュールします。更新のステージごとに、関連す
る通知を受け取ります。

Note

ステータスが [available] (使用可能) または [scheduled] (スケジュール済み) であるサービスの更新
だけを適用できます。
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該当する ElastiCache for Memcached クラスターへのサービス固有の更新の確認および適用の詳細につい
ては、「コンソールを使用したサービスの更新の適用 (p. 325)」を参照してください。

1 つ以上の ElastiCache for Memcached クラスター向けに新しいサービスの更新が利用可能になった
ら、ElastiCache for Memcached コンソール、API、または AWS CLI を使用して更新を適用できます。次
のセクションでは、更新の適用に使用できるオプションについて説明します。

コンソールを使用したサービスの更新の適用

使用可能なサービスの更新のリストと他の情報を確認するには、コンソールの [Service Updates] (サービ
スの更新) ページに移動します。

1. AWS Management Console にサインインして、Amazon ElastiCache コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/elasticache/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Service Updates] (サービスの更新) を選択します。
3. [Service updates] (サービスの更新) では、次の項目を表示できます。

• [Service update name] (サービスの更新名): サービスの更新の一意の名前
• [Update type] (更新タイプ): サービスの更新のタイプ ([security-update] (セキュリティ更新) または

[engine-update] (エンジン更新) のいずれか)
• [Update severity] (重大度の更新): 更新を適用する優先順位。

• critical (非常事態): この更新を直ちに (14 日以内) 適用することをお勧めします。
• 重要: ビジネスフローが許可され次第、すぐに (30 日以内) この更新を適用することをお勧めしま

す。
• medium (中): できるだけ早く (60 日以内) この更新を適用することをお勧めします。
• low (低): できるだけ早く (90 日以内) この更新を適用することをお勧めします。

• [Engine version] (エンジンバージョン): 更新タイプが [engine-update] (エンジン更新) の場合に、更
新されるエンジンバージョン。

• Release Date (リリース日): 更新がリリースされ、Memcached フリートに適用可能になった日。
• Recommended Apply By Date (推奨適用日): ElastiCache で更新が適用されるとガイダンスされてい

る日。
• [Status]: 更新のステータス。ステータスは以下のとおりです。

• available (利用可能): 必要な Memcached クラスターでこの更新が利用可能です。
• [complete] (完了): 更新が適用されました。
• cancelled (キャンセル): 更新はキャンセルされたため、適用する必要はありません。
• expired (期限切れ): 更新は適用対象外になりました。

4. サービスの更新の詳細を表示するには、(左側のボタンではなく) 個々の更新を選択します。

[Cluster update status] (クラスターの更新ステータス) セクションでは、サービスの更新が適用されて
いない、または最近適用されたばかりのクラスターのリストを表示できます。クラスターごとに、以
下を表示できます。

• [Cluster name] (クラスター名): クラスターの名前
• [Nodes updated] (ノードを更新しました): 特定のクラスター内で更新された、または特定のサービ

スの更新に対して利用可能な状態の個々のノードの比率。
• [Update Type] (更新タイプ): サービスの更新のタイプ ([security-update] (セキュリティ更新) または

[engine-update] (エンジン更新) のいずれか)
• [Status] (ステータス): 更新のステータス。ステータスは以下のとおりです。

• [available] (使用可能): 必要なクラスターでこの更新が利用可能です。
• [in-progres] (進行中): このクラスターに更新を適用しています。
• [scheduled (スケジュール済み)]: 更新日がスケジュールされています。
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• [complete (完了)]: 更新が正常に適用されました。完了ステータスのクラスターは、完了後 7 日間
表示されます。

ステータスが [available] (使用可能) または [scheduled] (スケジュール済み) であるクラスターのいず
れかまたはすべてを選択してから、[Apply now] (今すぐ適用) を選択した場合、更新がそれらのクラ
スターに適用され始めます。

AWS CLI を使用してサービスの更新を適用する

サービスの更新が利用可能であるという通知を受け取ったら、AWS CLI を使用してそれらの更新を確認
し、適用することができます。

• 利用可能なサービスの更新の説明を取得するには、次のコマンドを実行します。

aws elasticache describe-service-updates --status available

詳細については、「describe-service-updates」を参照してください。
• クラスターのリストにサービスの更新を適用するには、次のコマンドを実行します。

aws elasticache batch-apply-update-action --service-update 
ServiceUpdateNameToApply=sample-service-update --cluster-names cluster-1 
cluster2

詳細については、「batch-apply-update-action」を参照してください。
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ElastiCache のクォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

ElastiCache のクォータを表示するには、[Service Quotas コンソール] を開きます。ナビゲーションペイン
で、[AWS services]、[ElastiCache] の順に選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げリ
クエスト」を参照してください。Service Quotas でクォータがまだ利用できない場合は、[制限の引き上
げ] のフォームを使用してください。

お客様の AWS アカウントには、ElastiCache に関連する以下のクォータがあります。

リソース デフォルト

リージョンあたりのノード 300

クラスターあたりのノード 40

リージョンあたりのパラメータグループ 150

リージョンあたりのセキュリティグループ 50

リージョンあたりのサブネットグループ 150

サブネットグループあたりのサブネット 20
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ElastiCache API の使用

リファレンス
このセクションのトピックでは、Amazon ElastiCache API および AWS CLI の ElastiCache セクションの
使用について説明します。また、このセクションには一般的なエラーメッセージとサービス通知も含まれ
ます。

• ElastiCache API の使用 (p. 328)
• ElastiCache API リファレンス
• AWS CLI リファレンスの ElastiCache セクション
• Amazon ElastiCache エラーメッセージ (p. 335)
• 通知 (p. 336)

ElastiCache API の使用
このセクションでは、ElastiCache のオペレーションを使用および実装する方法を、メソッドに重点を置
いて説明します。これらのオペレーションの詳細については、「Amazon ElastiCache API リファレンス」
を参照してください。

トピック
• クエリ API を使用する (p. 328)
• 利用可能なライブラリ (p. 330)
• アプリケーションのトラブルシューティング (p. 331)

クエリ API を使用する
クエリパラメータ
HTTP クエリベースのリクエストとは、HTTP 動詞 (GET または POST) とクエリパラメータ Action で記
述する HTTP リクエストです。

各クエリリクエストに、アクションの認証と選択を処理するための一般的なパラメータがいくつか含まれ
ている必要があります。

オペレーションの中にはパラメータのリストを取るものがあります。これらのリストは、param.n 表記を
使用して指定されます。n 値は、1 から始まる整数です。

クエリリクエストの認証
HTTPS 経由でのみリクエストを送信できます。また、各クエリリクエストには署名を含める必要がありま
す。このセクションでは、署名を作成する方法について説明します。次に説明する方法は、署名バージョ
ン 4 と呼ばれます。

AWS へのリクエストを認証するために使用される基本的な手順を次に示します。この手順では、AWS に
登録されており、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを持っていることを前提としています。
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クエリ API を使用する

クエリ認証プロセス

1. 送信者は、AWS へのリクエストを構築します。
2. このトピックの次のセクションに示すように、送信者は、SHA-1 ハッシュ関数を使用してリクエスト

の署名 (ハッシュベースメッセージ認証コード (HMAC) のキー付きハッシュ) を生成します。
3. リクエストの送信者は、リクエストデータ、署名、およびアクセスキー ID (使用するシークレットア

クセスキーのキー識別子) を AWS に送信します。
4. AWS ではアクセスキー ID を使用して、シークレットアクセスキーを調べます。
5. AWS では、リクエストの署名を生成する際に使用したものと同じアルゴリズムを使い、リクエスト

データとシークレットアクセスキーから署名を生成します。
6. 署名が一致すると、リクエストは認証されたものと見なされます。もし署名が一致しなかった場合、

リクエストの処理は拒否され、AWS はエラーレスポンスを返します。

Note

リクエストに Timestamp パラメータが含まれている場合、リクエストに対して生成された署名
はパラメータの値の 15 分後に期限が切れます。
リクエストに Expires パラメータが含まれている場合、署名は Expires パラメータで指定され
た時刻に期限が切れます。

リクエストの署名を計算するには

1. 本手順で後に必要となる、正規化されたクエリ文字列を作成します。

a. 自然なバイト順のパラメータ名で、UTF-8 のクエリ文字列コンポーネントを並び替えます。パ
ラメータは、GET URI または POST ボディから取得される場合があります。(Content-Type が 
application/x-www-form-urlencoded の場合)

b. URL は、以下の規則に応じてパラメータ名と値をエンコードします。

i. RFC 3986 が定義する非予約文字を、URL がエンコードすることはありません。非予約文字
とは、A〜Z、a〜z、0〜9、ハイフン (-)、アンダーバー (_)、ピリオド (.)、およびチルド ( ~ ) 
です。

ii. 他のすべての文字についても、%XY (X および Y には HEX 文字の 0-9 および大文字の A-F 
が入る) によるパーセントエンコードが必要です。

iii. パーセントは、拡張 UTF-8 文字を %XY%ZA.... 形式でエンコードします。
iv. パーセントは、スペース文字を %20 (通常エンコードスキーマが行なうような + ではありま

せん) としてエンコードします。
c. パラメータの値が空値の場合でも、エンコードされるパラメータ名とエンコードされる値の間に

等号 (=) (ASCII コード 61) を入れます。
d. それぞれのパラメータ名と値のペアをアンド (&) (ASCII コード 38) で分割します。

2. 文字列を作成し、以下の擬似文法に従って ("\n" は ASCII 新規行を意味します) 署名を作成します。

StringToSign = HTTPVerb + "\n" +
ValueOfHostHeaderInLowercase + "\n" +
HTTPRequestURI + "\n" +
CanonicalizedQueryString <from the preceding step> 
                         

HTTPRequestURI 要素は URI の HTTP 絶対パス要素ですが、クエリ文字列は含みませ
ん。HTTPRequestURI が空値の場合は、スラッシュ (/) を使用してください。

3. 作成したばかりの文字列を使い、シークレットアクセスキーをキーとして、また SHA256 または 
SHA1 をハッシュアルゴリズムとして、RFC 2104 に準拠した HMAC を計算します。

詳細については、https://www.ietf.org/rfc/rfc2104.txt を参照してください。
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利用可能なライブラリ

4. 結果の値を base64 に変換します。
5. その値は、Signature パラメータの値としてリクエストに含めます。

サンプルのリクエストを次に示します (見やすくするために改行が追加されています)。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeCacheClusters 
    &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &Version=2014-12-01
 

前のクエリ文字列では、次の文字列に対する HMAC 署名が生成されます。

GET\n 
    elasticache.amazonaws.com\n 
    Action=DescribeCacheClusters 
    &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &Version=2014-12-01 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE%2F20140523%2Fus-west-2%2Felasticache%2Faws4_request 
    &X-Amz-Date=20141201T223649Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=content-type%3Bhost%3Buser-agent%3Bx-amz-content-sha256%3Bx-amz-
date 
        content-type: 
        host:elasticache.us-west-2.amazonaws.com 
        user-agent:CacheServicesAPICommand_Client 
    x-amz-content-sha256: 
    x-amz-date:

結果の署名付きリクエストは次のようになります。

https://elasticache.us-west-2.amazonaws.com/ 
    ?Action=DescribeCacheClusters 
    &CacheClusterIdentifier=myCacheCluster 
    &SignatureMethod=HmacSHA256 
    &SignatureVersion=4 
    &Version=2014-12-01 
    &X-Amz-Algorithm=&AWS;4-HMAC-SHA256 
    &X-Amz-Credential=AKIADQKE4SARGYLE/20141201/us-west-2/elasticache/aws4_request 
    &X-Amz-Date=20141201T223649Z 
    &X-Amz-SignedHeaders=content-type;host;user-agent;x-amz-content-sha256;x-amz-date 
    &X-Amz-Signature=2877960fced9040b41b4feaca835fd5cfeb9264f768e6a0236c9143f915ffa56
 

プロセスへの署名とリクエスト署名の生成の詳細については、トピック「署名バージョン 4 の署名プロセ
ス」とそのサブトピックを参照してください。

利用可能なライブラリ
AWS では、クエリ API の代わりに言語固有の API を使用してアプリケーションを構築するソフトウェア
開発者向け Software Development Kit (SDK) を提供します。こうした SDK には、リクエスト認証、リク
エストの再実行、エラー処理など、 (API には含まれない) 基本的な機能が用意されていて、簡単に開始で
きるようになっています。次のプログラミング言語の SDK と追加のリソースがあります。
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アプリケーションのトラブルシューティング

• Java
• Windows および .NET
• PHP
• Python
• Ruby

他の言語については、「サンプルコードとライブラリ」を参照してください。

アプリケーションのトラブルシューティング
ElastiCache では、ElastiCache API とのやり取りで発生する問題をトラブルシューティングする際に役立
つ、具体的でわかりやすいエラーを提供します。

エラーの取得
通常、アプリケーションでは、結果を処理する前にリクエストでエラーが生成されたかどうかを必ず確認
します。エラーが発生したかどうかを確認する最も簡単な方法は、ElastiCache API からのレスポンスで
Error ノードを検索することです。

XPath 構文を使用すると、簡単な方法で Error ノードがあるかどうかを検索し、エラーコードとメッセー
ジを取得することができます。次のコードでは、Perl および XML::XPath モジュールによって、リクエス
ト時のエラーの発生を判定しています。エラーが発生した場合、レスポンス内の最初のエラーコードと
メッセージが表示されます。

use XML::XPath;  
my $xp = XML::XPath->new(xml =>$response);  
if ( $xp->find("//Error") )  
{print "There was an error processing your request:\n", " Error code: ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Code"), "\n", " ",
$xp->findvalue("//Error[1]/Message"), "\n\n"; }

トラブルシューティングのヒント
ElastiCache API の問題を診断して解決するには、次の手順を実行することをお勧めします。

• ElastiCache が正しく実行されていることを確認します。

これを行うには、ブラウザウィンドウを開いて、ElastiCache サービス（https://
elasticache.amazonaws.com など）に対してクエリリクエストを送信しま
す。MissingAuthenticationTokenException または内部サーバーエラー 500 は、サービスが利用可能であ
り、リクエストに応答していることを示します。

• リクエストの構文を確認します。

「ElastiCache API リファレンス」には、各 ElastiCache オペレーションについてのリファレンスペー
ジがあります。パラメータを正しく使用していることをもう一度確認してください。間違っている可能
性がある部分を判断するヒントとして、同様のオペレーションを実行しているサンプルのリクエストや
ユーザーシナリオを調べてください。

• フォーラムを確認します。

ElastiCache にはディスカッションフォーラムがあります。このフォーラムでは、これまで他のユー
ザーが経験してきた問題に対する解決策を探すことができます。フォーラムを見るには、以下をご覧く
ださい。

https://forums.aws.amazon.com/
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AWS CLIElastiCache をセットアップする

ElastiCache コマンドラインインターフェイスの設
定

このセクションでは、コマンドラインツールを実行するための前提条件、コマンドラインツールを入手で
きる場所、ツールの設定方法と環境について説明します。また、このセクションにはツール使用の一般的
な例も含まれています。

AWS CLI for ElastiCache を使用する場合にのみ、このトピックの手順に従います。
Important

Amazon ElastiCache コマンドラインインターフェイス　 (CLI) は、API バージョン 2014-09-30 
以降の ElastiCache の機能強化をサポートしていません。コマンドラインから新しい ElastiCache 
機能を使用するには、AWS コマンドラインインターフェイスを使用します。

トピック
• 前提条件 (p. 332)
• コマンドラインツールを入手する (p. 333)
• ツールを設定する (p. 333)
• ツールでの認証情報の指定 (p. 334)
• 環境変数 (p. 335)

前提条件
この文書では、Linux/UNIX または Windows 環境での作業が可能であることを想定しています。Amazon 
ElastiCache コマンドラインツールは、UNIX ベースの環境である Mac OS X でも動作しますが、このガイ
ドには Mac OS X に関する固有の手順は含まれていません。

慣例として、すべてのコマンドラインテキストには、一般的な PROMPT>  コマンドラインプロンプトが前
に付けられています。マシンの実際のコマンドラインプロンプトは、異なっている可能性があります。ま
た、Linux/UNIX 固有のコマンドを示すには、$ 、Windows 固有のコマンドを示すには、C:\>  を使用し
ます。コマンドからの出力例は、その直後にプレフィックスなしで表示されています。

Java ランタイム環境
このガイドで使用されているコマンドラインツールを実行するには、Java バージョン 5 以降が必要で
す。JRE または JDK のどちらでもかまいません。Linux/UNIX と Windows を含め各種プラットフォーム用
の JRE は、Java SE ダウンロードから表示してダウンロードすることができます。

Java Home 変数の設定
コマンドラインツールは、Java ランタイムの場所を特定する環境変数（JAVA_HOME）に応じて異なりま
す。この環境変数は、bin 実行可能ファイル（Linux および UNIX の場合）または java 実行可能ファイ
ル（Windows の場合）が存在する java.exe という名前のサブディレクトリが含まれているディレクト
リの絶対パスに設定する必要があります。

JAVA_HOME 変数の設定方法

1. Java ホーム変数を設定します。

• Linux と UNIX では、以下のコマンドを入力します。

$ export JAVA_HOME=<PATH>

• Windows は、以下のコマンドを入力します。
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コマンドラインツールを入手する

C:\> set JAVA_HOME=<PATH>

2. $JAVA_HOME/bin/java -version を実行して出力をチェックすることにより、パス設定を確認し
ます。

• Linux/UNIX では、以下のような出力結果が表示されるはずです。

$ $JAVA_HOME/bin/java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing) 
       

• Windows では、以下のような出力結果が表示されるはずです。

C:\> %JAVA_HOME%\bin\java -version
java version "1.6.0_23"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_23-b05)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 19.0-b09, mixed mode, sharing)

コマンドラインツールを入手する
コマンドラインツールは、「ElastiCache 開発者ツールウェブサイト」で ZIP ファイルとして入手できま
す。このツールは Java で作成されており、Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 と Linux/UNIX、および 
Mac OSX 用のシェルスクリプトが含まれています。ZIP ファイルは自己完結型であり、インストール作業
は不要です。ZIP ファイルをダウンロードして圧縮を解除し、ローカルマシン上の任意のディレクトリに
保存してください。

ツールを設定する
コマンドラインツールは、サポートライブラリの場所の特定を環境変数 (AWS_ELASTICACHE_HOME) 
に依存しています。ツールを使うには、この環境変数を設定する必要があります。コマンドライン
ツールを解凍したディレクトリのパスに設定します。このディレクトリの名前は、ElastiCacheCli-
A.B.nnnn（A、B、および n はバージョン/リリース番号）で、bin および lib という名前のサブディレクト
リが含まれます。

AWS_ELASTICACHE_HOME 環境変数を設定するには

• コマンドラインウィンドウを開き、次のいずれかのコマンドを入力し
て、AWS_ELASTICACHE_HOME 環境変数を設定します。

• Linux と UNIX では、以下のコマンドを入力します。

$ export &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>

• Windows は、以下のコマンドを入力します。

C:\> set &AWS;_ELASTICACHE_HOME=<path-to-tools>

ツールを使いやすくするため、ツールの BIN ディレクトリをシステム PATH に追加することをお勧めしま
す。このガイドの残りの部分は、BIN ディレクトリがシステムパスに含まれていることを前提としていま
す。
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ツールでの認証情報の指定

ツールの BIN ディレクトリをシステムパスに追加するには

• システム PATH にツールの BIN ディレクトリを追加するには、次のコマンドを入力します。

• Linux と UNIX では、以下のコマンドを入力します。

$ export PATH=$PATH:$&AWS;_ELASTICACHE_HOME/bin

• Windows は、以下のコマンドを入力します。

C:\> set PATH=%PATH%;%&AWS;_ELASTICACHE_HOME%\bin

Note

Windows の環境変数は、コマンドウィンドウを閉じたときにリセットされます。永続的に設定す
ることもできます。詳細については、使用している Windows のバージョンのドキュメントを参照
してください。

Note

スペースを含むパスは、二重引用符で囲む必要があります。たとえば、次のとおりです。
「C:\Program Files\Java」

ツールでの認証情報の指定
コマンドラインツールを使用するには、AWS アカウントで提供される AWS アクセスキーとシークレット
アクセスキーが必要です。コマンドラインを使用するか、ローカルシステムにある認証情報ファイルから
取得できます。

環境には、情報の編集に必要なテンプレートファイル ${AWS_ELASTICACHE_HOME}/credential-file-
path.template が含まれています。テンプレートファイルの内容は次のとおりです。

AWSAccessKeyId=<Write your AWS access ID>
AWSSecretKey=<Write your AWS secret key>    
   

Important

UNIX では、アクセス許可を認証情報ファイルの所有者に制限します。

$ chmod 600 <the file created above>

認証情報ファイルを設定したら、ElastiCache ツールで情報が検索されるように AWS_CREDENTIAL_FILE 
環境変数を作成する必要があります。

AWS_CREDENTIAL_FILE 環境変数の設定方法

1. 環境変数を設定します:

• Linux/UNIX では、次のコマンドを使用して変数を更新します。

$ export &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>

• Windows では、次のコマンドを使用して変数を設定します。
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環境変数

C:\> set &AWS;_CREDENTIAL_FILE=<the file created above>

2. 設定が適切に機能することをチェックし、次のコマンドを実行します。

elasticache --help

すべての ElastiCache コマンドの使用方法ページが表示されます。

環境変数
環境変数はスクリプトやデフォルト値の設定またはそれらを一時的に上書きする場合に便利です。

AWS_CREDENTIAL_FILE 環境変数に加えて、ElastiCache コマンドラインインターフェイスに付属するほ
とんどの API ツールは次の変数をサポートしています。

• EC2_REGION — 使用する AWS リージョンです。
• AWS_ELASTICACHE_URL — サービス呼び出しに使用する URL です。EC2_REGION が指定されてい

る場合または -- リージョンパラメータが渡されている場合は、別のリージョンのエンドポイントを指定
する必要はありません。

以下の例は API ツールで使用するリージョンを設定する環境変数 EC2_REGION の設定方法を示します。

Linux、OS X、Unix

$ export EC2_REGION=us-west-1 

Windows

$ set EC2_REGION=us-west-1 

Amazon ElastiCache エラーメッセージ
以下のエラーメッセージが Amazon ElastiCache によって返されます。ElastiCache、他の AWS のサービ
ス、または Memcached によって返される他のエラーメッセージを受け取る場合もあります。ElastiCache 
以外のソースからのエラーメッセージの説明については、エラーメッセージ生成元のドキュメントを参照
してください。

• Cluster node quota exceeded (p. 335)
• Customer's node quota exceeded (p. 336)
• Insufficient cache cluster capacity (p. 336)

エラーメッセージ: Cluster node quota exceeded. Each cluster can have at most %n nodes in this region.

原因: クラスターで %n を超える数のノードが発生するようなクラスターの作成または変更を試みまし
た。

解決策: リクエストを変更し、クラスターで %n を超える数のノードが発生しないようにします。また
は、%n を超える数のノードが必要な場合は、Amazon ElastiCache ノードリクエストフォームを使用
してリクエストを作成します。
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通知

詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス の「Amazon ElastiCache の制限」を参
照してください。

 
エラーメッセージ: Customer node quota exceeded. 最大 %n のノードをこのリージョンで持つことができ
ます または、このリージョンの %s ノードのクォータに既に達しています。

原因: このリージョンのすべてのクラスター間で、アカウントに %n を超える数のノードが発生するよ
うなクラスターの作成または変更を試みました。

解決策: リクエストを変更し、このアカウントのすべてのクラスター間のリージョンの合計ノー
ド数が %n を超えないようにします。または、%n を超える数のノードが必要な場合は、Amazon 
ElastiCache ノードリクエストフォームを使用してリクエストを作成します。

詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンス の「Amazon ElastiCache の制限」を参
照してください。

 
エラーメッセージ: InsufficientCacheClusterCapacity

[原因]: 現在 AWS にはリクエストに対応するだけの十分なオンデマンド容量がありません。

解決策:
• 数分間待ってからリクエストを再度送信します。キャパシティーは頻繁に変化します。
• ノードやシャード (ノードグループ) の数を減らして新しいリクエストを送信します。たとえば、15 

ノードを起動する 1 つのリクエストを行っている場合、代わりに 5 つのノードの 3 つのリクエスト
を作成するか、1 つのノードに対する 15 のリクエストを作成してみてください。

• クラスターを起動する場合は、アベイラビリティーゾーンを指定しないで新しいリクエストを送信
します。

• クラスターを起動する場合は、別のノードタイプを使用して新しいリクエストを送信します (これ
は後でスケールアップできます)。詳細については、「ElastiCache for Memcached クラスターのス
ケーリング (p. 170)」を参照してください。

 

通知
このトピックでは、お客様が関心を持たれる可能性のある ElastiCache 通知に関して説明します。通知は
ほとんどの場合、一時的な状況またはイベントであり、ソリューションがみつかって、実装されるまでの
間持続します。通知には、開始日と解決の日付があり、その後は通知は関連付けられません。通知は、お
客様に関連する場合も、しない場合もあります。実行するとクラスターのパフォーマンスを向上させる、
実装のガイドラインをお勧めします。

通知は、新しいまたは改善された ElastiCache フィーチャーや機能は発表しません。

一般的な ElastiCache の通知
現在、エンジンに固有ではない未解決の ElastiCache の通知はありません。

ElastiCache for Memcached の通知
次の ElastiCache の通知は Memcached エンジンに固有のものです。

ElastiCache for Memcached 固有の通知
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ElastiCache for Memcached の通知

• アラート: Memcached の LRU クローラによりセグメント障害が生じます (p. 337)

アラート: Memcached の LRU クローラによりセグメント障害が
生じます

アラート日付: 2017 年 2 月 28 日
特定の状況では、クラスターは Memcached LRU クローラで、セグメント障害による不安定な状
態を表示する場合があります。これはしばらくの間存在している Memcached エンジン内の問題
です。問題は LRU クローラがデフォルトで有効化されたときに、Memcached 1.4.33 で明確にな
りました。
この問題が発生した場合、修正されるまで LRU クローラを無効にすることをお勧めします。その
ためには、コマンドラインで lru_crawler disable を使用するか、または lru_crawler パ
ラメータ値を変更します (推奨)。
解決した日付:
解決:
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ドキュメント履歴
• API バージョン: 2015-02-02
• ドキュメントの最終更新: 2023 年 1 月 18 日

以下の表に、2018 年 3 月より後の ElastiCache for Memcached ユーザーガイドの各リリースにおける重
要な変更点を示します。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライ
ブできます。

ElastiCache for Memcached の最新版の更新

変更 説明 日付

ElastiCache for Memcached 
1.6.17 がサポートされまし
た (p. 338)

ElastiCache for Memcached で
は、Memcached 1.6.17 がサポー
トされるようになりました。こ
れには、Memcached バージョン 
1.6.12 からの累積的なバグ修正
が含まれています。詳細につい
ては、「Memcached バージョン 
1.6.17」を参照してください。

2023 年 1 月 18 日

ElastiCache for Memcached で
は、IPV6 がサポートされるよう
になりました (p. 338)

ElastiCache はインターネットプ
ロトコルバージョン 4 と 6 (IPv4 
と IPv6) をサポートしているた
め、IPv4 接続のみ、IPv6 接続の
み、または IPv4 接続と IPv6 接
続の両方 (デュアルスタック) を
受け入れるようにクラスターを
設定できます。IPv6 は、Nitro シ
ステム上に構築されたすべての
インスタンスで Memcached エ
ンジンバージョン 1.6.6 以降を
使用するワークロードでサポー
トされています。IPv6 を使用し
て ElastiCache にアクセスする場
合、追加料金はかかりません。
詳細については、「ネットワーク
タイプの選択」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 7 日

ElastiCache for Memcached 
では、転送時の暗号化がサ
ポートされるようになりまし
た (p. 338)

転送時の暗号化は、ある場所から
別の場所に移動するときに、デー
タの最も脆弱なポイントでのデー
タのセキュリティを強化できるオ
プション機能です。Memcached 
バージョン 1.6.12 以降でサポー
トされています。詳細について
は、「ElastiCache の転送時の暗
号化 (TLS)」を参照してくださ
い。

2022 年 5 月 26 日
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ElastiCache では、PrivateLink が
サポートされるようになりまし
た (p. 338)

AWS PrivateLink を使用する
と、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、VPN 接続、
または AWS Direct Connect 接
続なしで、ElastiCache API オペ
レーションにプライベートにア
クセスできます。詳細について
は、Redis の場合は「Amazon 
ElastiCache API とインター
フェイス VPC エンドポイント 
(AWS PrivateLink)」、または 
Memcached の場合は「Amazon 
ElastiCache API とインターフェ
イス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してくださ
い。

2022 年 1 月 24 日

リソースおよび条件キーの
タグ付けがサポートされまし
た (p. 338)

ElastiCache では、クラスターと
他の ElastiCache リソースの管理
に役立つタグ付けがサポートさ
れるようになりました。詳細に
ついては、「ElastiCache リソー
スのタグ付け」を参照してくだ
さい。ElastiCache では、条件
キーのサポートも導入していま
す。IAM ポリシーを有効にする
方法を決める条件を指定できま
す。詳細については、「条件キー
の使用」を参照してください。

2021 年 4 月 7 日

Memcached 1.6.6 がサポートさ
れました。 (p. 338)

ElastiCache for Memcached で
は、Memcached 1.6.6 がサポー
トされるようになりました。
また、バージョン Memcached 
1.5.16 の累積バグ修正が含
まれています。詳細について
は、「Memcached バージョン 
1.6.6」を参照してください。

2020 年 11 月 12 日

ElastiCache が AWS Outposts で
利用可能になりました (p. 338)

AWS Outposts では、ネイティ
ブの AWS サービス、インフラ
ストラクチャ、運用モデルを
ほぼすべてのデータセンター、
コロケーションスペース、オ
ンプレミスの施設で利用できま
す。ElastiCache を Outposts に
デプロイして、クラウドと同じ
ようにオンプレミスでキャッシュ
をセットアップ、運用、使用で
きます。詳細については、Redis 
用の「Outposts の使用 」または 
Memcached 用の「Outpostsの使
用」を参照してください。

2020 年 10 月 8 日
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ElastiCache では、Local Zones 
がサポートされるようになりま
した (p. 338)

ローカルゾーンは、ユーザーに
地理的に近い、AWS リージョン
の拡張です。新しいサブネット
を作成し、これを Local Zones 
に割り当てることで、親の AWS 
リージョンから Local Zones に 
Virtual Private Cloud (VPC) を拡
張できます。詳細については、「
Local Zones の使用」を参照して
ください。

2020 年 9 月 25 日

ElastiCache では、リソースレベ
ルのアクセス許可がサポートさ
れるようになりました (p. 338)

AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーで 
ElastiCache リソースを指定する
ことで、ユーザーのアクセス許可
の範囲を制限できるようになりま
した。詳細については、「リソー
スレベルのアクセス許可」を参照
してください。

2020 年 8 月 12 日

ElastiCache では、ElastiCache 
クラスターの自動更新がサ
ポートされるようになりまし
た (p. 338)

Amazon ElastiCache では、サー
ビス更新の「推奨される日別
の適用」の日が経過した後の 
ElastiCache クラスターの自動更
新がサポートされるようになり
ました。ElastiCache は、メンテ
ナンスウィンドウを使用して、該
当するクラスターの自動更新をス
ケジュールします。詳細について
は、「セルフサービスの更新」を
参照してください。

2020 年 5 月 13 日

Amazon ElastiCache では、T3-
Standard キャッシュノードが
サポートされるようになりまし
た (p. 338)

Amazon ElastiCache で次世代の
汎用バースト可能 T3-Standard 
キャッシュノードを起動できる
ようになりました。Amazon EC2 
の T3-Standard インスタンス
は、CPU パフォーマンスのベー
スラインレベルを提供し、発生
したクレジットが使い果たされる
までいつでも CPU 使用率をバー
ストすることができます。詳細に
ついては、「サポートされている
ノードの種類」を参照してくださ
い。

2019 年 11 月 12 日
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ElastiCache for Memcached 
では、ユーザーが自分のスケ
ジュールでサービスの更新
を適用できるようになりまし
た (p. 338)

この機能を使用すると、メンテナ
ンス期間中ではなく、任意のタイ
ミングで利用可能なサービスの更
新が適用されるように選択できま
す。これにより、特にピーク時の
ビジネスフロー中のサービスの中
断を最小限に抑えることができ、
セキュリティ更新によってコンプ
ライアンスを確保できます。詳細
は、「Amazon ElastiCache での
セルフサービスの更新」をご覧く
ださい。

2019 年 10 月 9 日

ElastiCache for Memcached 
1.5.16 がサポートされました

ElastiCache for Memcached で
は、Memcached 1.5.16 がサポー
トされるようになりました。
また、バージョン Memcached 
1.5.14 および Memcached 
1.5.15 の累積バグ修正が含
まれています。詳細について
は、「Memcached バージョン 
1.5.16」を参照してください。

2019 年 9 月 6 日

ElastiCache スタンダードリザー
ブドインスタンス提供タイプ: 一
部前払い、全額前払い、前払い
なし。 (p. 338)

リザーブドインスタンスでは、
インスタンスタイプおよび AWS 
リージョンに基づいて、1 年
または 3 年にわたり Amazon 
ElastiCache インスタンスを予約
する柔軟性が得られます。詳細に
ついては、「リザーブドノードに
よるコスト管理」を参照してくだ
さい。

2019 年 1 月 18 日

ElastiCache for Memcached 
1.5.10 がサポートされました

ElastiCache for Memcached 
では、Memcached 1.5.10 が
サポートされるようになり
ました。no_modern および 
inline_ascii_resp パラメータのサ
ポートが含まれています。詳細
については、「Memcached バー
ジョン 1.5.10」を参照してくだ
さい。

2018 年 11 月 14 日

ユーザーガイドの再編
成 (p. 338)

単一の ElastiCache ユーザー
ガイドが再構成され、Redis 
(ElastiCache for Redis ユー
ザーガイド) と Memcached 
(ElastiCache for Memcached 
ユーザーガイド) の個別のユー
ザーガイドが用意されました。
「AWS CLI コマンドリファレン
ス: elasticache」セクションのド
キュメント構造および 「Amazon 
ElastiCache API リファレンス」
は変わりません。

2018 年 4 月 20 日

次の表に、2018 年 3 月以前の ElastiCache for Memcached ユーザーガイドの重要な変更点を示します。
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変更 説明 変更日

アジアパシフィッ
ク (大阪: ローカ
ル) リージョンの
サポート

ElastiCache では、アジアパシフィック (大阪ローカ
ル) リージョンのサポートが追加されました。現在、
アジアパシフィック (大阪) リージョンでは、1 つのア
ベイラビリティーゾーンのみをサポートしていて、招
待によってのみ利用できます。詳細については、次を
参照してください。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2018 年 2 月 12 日

欧州 (パリ) のサ
ポート

ElastiCache では、欧州 (パリ) リージョンのサポート
が追加されました。詳細については、次を参照してく
ださい。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2017 年 12 月 18 日

中国 (寧夏) リー
ジョンのサポート

Amazon ElastiCache では、中国 (寧夏) リージョンの
サポートが追加されました。詳細については、次を参
照してください。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2017 年 12 月 11 日

サービスにリンク
されたロールのサ
ポート

このリリースの ElastiCache では、サービスにリンク
されたロール (SLR) のサポートが追加されました。詳
細については、次を参照してください。

• Amazon ElastiCache でのサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 285)

• アクセス許可を設定する (新規の ElastiCache ユー
ザーのみ) (p. 18)

2017 年 12 月 7 日

R4 ノードタイプの
サポート

このリリースの ElastiCache では、ElastiCache に
よってサポートされるすべての AWS リージョン
で、R4 ノードタイプのサポートが追加されました。
オンデマンドまたはリザーブドキャッシュノードと
して R4 ノードタイプを購入できます。詳細について
は、次を参照してください。

• サポートされているノードの種類 (p. 49)
• Memcached ノードタイプ固有のパラメータ (p. 201)

2017 年 11 月 20 日

接続パターンのト
ピック

ElastiCache ドキュメントに、Amazon VPC の 
ElastiCache クラスターにアクセスするさまざまなパ
ターンに関するトピックが追加されました。

詳細については、ElastiCache ユーザーガイドの
「Amazon VPC の ElastiCache クラスターにアクセス
するためのアクセスパターン。 (p. 217)」を参照して
ください。

2017 年 4 月 24 日
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変更 説明 変更日

Memcached 1.4.34 
のサポート

ElastiCache は Memcached バージョン 1.4.34 の
サポートを追加しました。以前のバージョンの 
Memcached に加えられた多くの修正を組み込んでい
ます。

詳細については、GitHub の Memcached で、
「Memcached 1.4.34 リリースノート」を参照してく
ださい。

2017 年 4 月 10 日

Memcached 1.4.33 
のサポート

ElastiCache に Memcached バージョン 1.4.33 のサ
ポートが追加されました。詳細については、次を参照
してください。

• Memcached バージョン 1.4.33 (p. 141)
• Memcached 1.4.33 で追加されたパラメー

タ (p. 191)

2016 年 12 月 20 日

欧州西部 (ロンド
ン) リージョンの
サポート

ElastiCache に EU (ロンドン) リージョンのサポート
が追加されました。現在、T2 および M4 のノードタイ
プのみサポートされています。詳細については、次を
参照してください。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2016 年 12 月 13 日

カナダ (モントリ
オール) リージョ
ンのサポート

ElastiCache にカナダ (モントリオール) リージョン
のサポートが追加されました。現在、この AWS リー
ジョンでは M4 および T2 のノードタイプのみサポー
トされています。詳細については、次を参照してくだ
さい。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2016 年 12 月 8 日

M4 および R3 の
ノードタイプのサ
ポート

ElastiCache では、南米 (サンパウロ) リージョンで
の R3 および M4 のノードタイプと、中国 (北京) リー
ジョンでの M4 ノードタイプのサポートが追加されま
した。詳細については、次を参照してください。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2016 年 11 月 1 日

米国東部 2 (オハイ
オ) リージョンの
サポート

ElastiCache で、米国東部 (オハイオ) リージョン (us-
east-2) と M4、T2、R3 ノードタイプのサポートが追
加されました。詳細については、次を参照してくださ
い。

• サポートされているリージョンおよびエンドポイン
ト (p. 38)

• サポートされているノードの種類 (p. 49)

2016 年 10 月 17 日
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M4 ノードタイプ
サポート

ElastiCache では、ElastiCache によってサポートされ
るほとんどの AWS リージョンで、ノードタイプ M4 
ファミリーのサポートが追加されました。オンデマン
ドまたはリザーブドキャッシュノードとして M4 ノー
ドタイプを購入できます。詳細については、次を参照
してください。

• サポートされているノードの種類 (p. 49)
• Memcached ノードタイプ固有のパラメータ (p. 201)

2016 年 8 月 3 日

ムンバイリージョ
ンのサポート

ElastiCache では、アジアパシフィック (ムンバイ) 
リージョンのサポートが追加されました。詳細につい
ては、次を参照してください。

• サポートされているノードの種類 (p. 49)
• Memcached ノードタイプ固有のパラメータ (p. 201)

2016 年 6 月 27 日

R3 ノードタイプの
サポート

ElastiCache では、中国 (北京) リージョンおよび南
米 (サンパウロ) リージョンでの R3 ノードタイプのサ
ポートが追加されました。詳細については、「サポー
トされているノードの種類 (p. 49)」を参照してくださ
い。

2016 年 3 月 16 日

Lambda 関数
を使用した 
ElastiCache への
アクセス

Amazon VPC の ElastiCache にアクセスする Lambda 
関数の設定についてのチュートリアルを追加しまし
た。詳細については、「ElastiCache のチュートリア
ルと動画 (p. 30)」を参照してください。

2016 年 2 月 12 日

アジアパシフィッ
ク (ソウル) リー
ジョンのサポート

ElastiCache で、t2、m3、r3 ノードタイプの アジアパ
シフィック (ソウル) (ap-northeast-2) リージョンのサ
ポートが追加されました。

2016 年 1 月 6 日

Memcached 1.4.28 
がサポートされま
した。

ElastiCache に Memcached バージョン 1.4.24 サポー
トが追加され、バージョン 1.4.14 から以下のような 
Memcached の機能拡張と改善が行われました。この
リリースには、バックグラウンドタスクとしての LRU 
(least recently used) キャッシュ管理、ハッシュアルゴ
リズムとしての jenkins または murmur3 の選択、新し
いコマンド、さまざまバクフィックスが追加されてい
ます。詳細については、「Memcached リリースノー
ト」を参照してください。
.

2015 年 8 月 27 日

PHP 5.6 を使用
した Memcached 
Auto Discovery の
サポート

Amazon ElastiCache のこのリリースでは、PHP バー
ジョン 5.6 用の Memcached Auto Discovery クライア
ントのサポートが追加されました。詳細については、
「PHP 向けの ElastiCache クラスタークライアントの
ソースコードのコンパイル (p. 134)」を参照してくだ
さい。

2015 年 7 月 29 日

新しいトピック: 
AWS 外部からの 
ElastiCache への
アクセス

AWS 外部から ElastiCache リソースにアクセスする方
法に関する新しいトピックを追加しました。詳細につ
いては、「AWS 外部からの ElastiCache リソースへの
アクセス (p. 100)」を参照してください。

2015 年 7 月 9 日
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ノード置き換えに
関するメッセージ
が追加されました

ElastiCache に、置き換え対象のノードに関
する次の 3 つのメッセージが追加されまし
た。ElastiCache:NodeReplacementScheduled、ElastiCache:NodeReplacementRescheduled、
および ElastiCache:NodeReplacementCanceled。

ノードが置き換え対象になった場合の詳細および実行
可能なアクションについては、ElastiCache の「イベ
ント通知と Amazon SNS (p. 315)」を参照してくださ
い。

2015 年 6 月 11 日

コスト配分タグの
サポート

ElastiCache で、コスト配分タグのサポートが追加さ
れました。詳細については、「コスト配分タグによ
るコストのモニタリング (p. 148)」を参照してくださ
い。

2015 年 2 月 9 日

AWS GovCloud 
(米国西部) リー
ジョンのサポー
ト。

ElastiCache で、AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-
west-1) リージョンのサポートが追加されました。

2015 年 1 月 29 日

欧州 (フランクフ
ルト) リージョン
のサポート

ElastiCache で、欧州 (フランクフルト) (eu-central-1) 
リージョンのサポートが追加されました。

2015 年 1 月 19 日

AWS CloudTrail に
よる API 呼び出
しのログ記録のサ
ポート

ElastiCache で、すべての ElastiCache API コールのロ
グを取るために、AWS CloudTrail の使用のサポートが
追加されました。詳細については、「AWS CloudTrail 
を使用した Amazon ElastiCache API コール (p. 305)」
を参照してください。

2014 年 9 月 15 日

サポートされる新
しいインスタンス
サイズ

ElastiCache で、新しい汎用 (T2) インスタンスのサ
ポートが追加されました。詳細については、「パラ
メータグループを使用したエンジンパラメータの設
定 (p. 174)」を参照してください。

2014 年 9 月 11 日

Memcached 用の
柔軟なノード配置
のサポート

ElastiCache で、複数のアベイラビリティーゾーンに
またがる Memcached ノードの作成のサポートが追加
されました。詳細については、「ステップ 2: クラス
ターを作成する (p. 20)」を参照してください。

2014 年 7 月 23 日

サポートされる新
しいインスタンス
サイズ

ElastiCache で、追加の汎用目的 (M3) インスタンスと
メモリ最適化 (R3) インスタンスのサポートが追加さ
れました。詳細については、「パラメータグループを
使用したエンジンパラメータの設定 (p. 174)」を参照
してください。

2014 年 7 月 1 日

PHP 自動検出 PHP バージョン 5.5 の自動検出のサポートを追加しま
した。詳細については、「ElastiCache Cluster Client 
for PHP のインストール (p. 124)」を参照してくださ
い。

2014 年 5 月 13 日

デフォルトの 
Amazon Virtual 
Private Cloud 
(VPC) サポート

このリリースでは、ElastiCache は Amazon Virtual 
Private Cloud (VPC) と完全に統合されています。初
めて使用する場合、キャッシュクラスターはデフォ
ルトで Amazon VPC に作成されます。詳細につい
ては、「Amazon VPC と ElastiCache のセキュリ
ティ (p. 209)」を参照してください。

2013 年 1 月 8 日
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キャッシュノード
自動検出の PHP 
サポート

キャッシュノード自動検出の初期リリースでは、Java 
プログラムのサポートが提供されていました。このリ
リースでは、ElastiCache により PHP にキャッシュ
ノード自動検出のサポートが提供されます。

2013 年 1 月 2 日

Amazon Virtual 
Private Cloud 
(VPC) のサポート

このリリースでは、Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) で ElastiCache クラスターを起動できます。デ
フォルトでは、初めて使用する場合のキャッシュク
ラスターは Amazon VPC に自動的に作成されます。
既存のお客様は、自分のペースで Amazon VPC に
移行できます。詳細については、「Amazon VPC と 
ElastiCache のセキュリティ (p. 209)」を参照してくだ
さい。

2012 年 12 月 20 日

キャッシュノード
自動検出および新
しいキャッシュエ
ンジンバージョン

ElastiCache は、キャッシュノード自動検出を提供し
ました。これは、クライアントプログラムが、クラ
スター内のすべてのキャッシュノードを自動的に識別
し、それらのすべてのノードへの接続を開始して維持
する機能です。

このリリースには、新しいキャッシュエンジンバー
ジョンである Memcached バージョン 1.4.14 が用意さ
れています。この新しいキャッシュエンジンでは、ス
ラブ再分散機能の強化、パフォーマンスとスケーラビ
リティの大幅な向上、複数のバグ修正が加えられてい
ます。設定できる新しいキャッシュパラメータは複数
あります。詳細については、「パラメータグループを
使用したエンジンパラメータの設定 (p. 174)」を参照
してください。

2012 年 11 月 28 日

新しいキャッシュ
ノードタイプ

このリリースには、4 個の追加キャッシュノードタイ
プが用意されています。

2012 年 11 月 13 日

リザーブドキャッ
シュノード

このリリースは、リザーブドキャッシュノードのサ
ポートを追加します。

2012 年 4 月 5 日

新規ガイド これは Amazon ElastiCache ユーザーガイドの最初の
リリースです。

2011 年 8 月 22 日
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