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Amazon EC2 Auto Scaling とは
Amazon EC2 Auto Scaling は、アプリケーションの負荷を処理するために適切な数の Amazon EC2 イン
スタンスを利用できるようにします。Auto Scaling グループと呼ばれる EC2 インスタンスの集合を作成
します。各 Auto Scaling グループ内のインスタンスの最小数を指定することができ、Amazon EC2 Auto
Scaling グループはこのサイズよりも小さくなることはありません。各 Auto Scaling グループ内のインス
タンスの最大数を指定することができ、Amazon EC2 Auto Scaling グループはこのサイズよりも大きくな
ることはありません。グループの作成時、またはそれ以降の任意の時点で、希望するキャパシティーを指
定した場合、Amazon EC2 Auto Scaling によって、グループのインスタンス数はこの数に設定されます。
スケーリングポリシーを指定する場合、Amazon EC2 Auto Scaling でアプリケーションに対する需要の増
減に応じて、インスタンスを起動または終了できます。
たとえば、次の Auto Scaling グループで、インスタンス数の最小サイズが 1、希望するキャパシティー
が 2、最大サイズが 4 であるとします。定義するスケーリングポリシーによって、指定した条件に基づい
て、インスタンスの最小数と最大数の間でインスタンス数が調整されます。

Amazon EC2 Auto Scaling のメリットの詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のメリッ
ト (p. 3)」を参照してください。

Auto Scaling コンポーネント
次の表は、Amazon EC2 Auto Scaling の主要コンポーネントを示しています。
グループ
EC2 インスタンスは、スケーリングと管理の目的で論理ユニットと
して処理されるように、グループとして整理されます。グループを
作成する際に、EC2 インスタンスの最小数、最大数、および希望す
る数を指定します。詳しくは、「Auto Scaling グループ (p. 52)」
を参照してください。
設定テンプレート
グループでは、起動テンプレート、または起動設定 (推奨されませ
ん。機能は少なくなります) を EC2 インスタンスの設定テンプレー
トとして使用します。インスタンスの AMI ID、インスタンスタイ
プ、キーペア、セキュリティグループ、ブロックデバイスマッピン
グなどの情報を指定できます。詳細については、「起動テンプレー
ト (p. 21)」および「起動設定 (p. 41)」を参照してください。
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スケーリングのオプション
Amazon EC2 Auto Scaling では、Auto Scaling グループをスケーリ
ングする方法がいくつか用意されています。たとえば、特定の条件
の発生に基づいて、またはスケジュールに基づいて、グループがス
ケールされるように設定できます。詳しくは、「スケーリングのオ
プション (p. 124)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling の料金
Amazon EC2 Auto Scaling では追加料金は発生しません。AWS アーキテクチャにどのようなメリットがあ
るかをお気軽に試し、確認してください。お客様の料金は、AWS リソース (EC2 インスタンス、EBS ボ
リューム、CloudWatch アラームなど) のみです。

開始方法
使用を開始するには、「Amazon EC2 Auto Scaling の使用を開始する (p. 14)」チュートリアルを最後ま
で行って Auto Scaling グループを作成し、そのグループ内のインスタンスが終了するときにどのように応
答するかを確認してください。

関連サービス
受信アプリケーショントラフィックを Auto Scaling グループの複数のインスタンスに自動的に分散するに
は、Elastic Load Balancing を使用します。詳しくは、「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling
グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる (p. 298)」を参照してください。
Auto Scaling グループとインスタンス使用率データをモニタリングするには、Amazon CloudWatch を
使用します。詳しくは、「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスを監視す
る (p. 269)」を参照してください。
Amazon EC2 以外の他のアマゾン ウェブ サービス用にスケーラブルなリソースのオートスケーリングを
設定するには、Application Auto Scaling ユーザーガイドを参照してください。

Auto Scaling グループの使用
Auto Scaling グループは、以下のインターフェイスのいずれかを使用して、作成、アクセス、および管理
することできます。
• AWS Management Console – Auto Scaling グループへのアクセスに使用できるウェブインターフェイ
スを提供します。AWS アカウントのサインアップが完了している場合は、AWS Management Console
にサインインし、ナビゲーションバーの検索ボックスを使用して [Auto Scaling groups] (Auto Scaling グ
ループ) を検索してから、[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) を選択することで Auto Scaling
グループにアクセスできます。
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) – さまざまな AWS のサービス のコマンドを提供
し、Windows、macOS、Linux でサポートされています。開始するには、「AWS Command Line
Interface ユーザーガイド」を参照してください。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの
「autoscaling」を参照してください。
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• AWS Tools for Windows PowerShell – PowerShell 環境でスクリプトを作成するユーザー向けに、さ
まざまな AWS 製品用のコマンドを提供します。使用を開始するには、「AWS Tools for Windows
PowerShellユーザーガイド」を参照してください。詳細については、「AWS Tools for PowerShell
Cmdlet Reference」を参照してください。
• AWS SDK – 言語固有の API オペレーションを提供し、署名の計算、リクエストの再試行処理、エラー
処理など、接続のさまざまな詳細に対処します。詳細については、AWSSDK をご参照ください。
• クエリ API – HTTPS リクエスを使用して呼び出す低レベル API アクションを提供します。クエリ API
の使用は、AWS のサービス にアクセスする最も直接的な方法です。ただし、リクエストに署名する
ハッシュの生成やエラー処理など、アプリケーションが低レベルな作業を処理することを要求します。
詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」(Amazon EC2 Auto Scaling API リファ
レンス) を参照してください。
• AWS CloudFormation – CloudFormation テンプレートを使用した Auto Scaling グループの作成をサポー
トします。詳しくは、「AWS CloudFormation で Auto Scaling グループを作成する (p. 294)」を参照
してください。
AWS のサービス にプログラムで接続するため、エンドポイントを使用します。Amazon EC2 Auto Scaling
に対する呼び出し用のエンドポイントについては、「AWS 全般のリファレンス」の「Amazon EC2 Auto
Scaling エンドポイントとクォータ」 を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling のメリット
アプリケーションアーキテクチャへの Amazon EC2 Auto Scaling の追加は、AWS クラウドのメリットを
最大に活かすための 1 つの方法です。Amazon EC2 Auto Scaling を使用する場合、アプリケーションには
次のようなメリットがあります。
• 耐障害性の向上。Amazon EC2 Auto Scaling では、インスタンスに異常が発生したタイミングを検出
し、インスタンスを削除して、その代わりに新しいインスタンスを起動することができます。複数のア
ベイラビリティーゾーンを使用するように Amazon EC2 Auto Scaling を設定することもできます。1 つ
のアベイラビリティーゾーンが利用できなくなると、Amazon EC2 Auto Scaling は別のアベイラビリ
ティーゾーンでインスタンスを起動して補正します。
• 可用性の向上。Amazon EC2 Auto Scaling は、現在のトラフィック需要を処理するための適切なキャパ
シティーを、お使いのアプリケーションに常に持たせるのに役立ちます。
• コスト管理の強化。Amazon EC2 Auto Scaling では、必要に応じて動的に処理能力を増減できます。使
用する EC2 インスタンスの料金を支払うので、必要なときにインスタンスを起動し、不要な場合は削除
することで費用を節約できます。
目次
• 例: 変化する需要に対応する (p. 3)
• 例: ウェブアプリアーキテクチャ (p. 5)
• 例: 複数のアベイラビリティーゾーン全体にインスタンスを分散させる (p. 6)
• インスタンスの分散 (p. 7)
• アクティビティの再分散 (p. 7)

例: 変化する需要に対応する
Amazon EC2 Auto Scaling のいくつかのメリットを示すために、AWS で実行されている基本的なウェブア
プリケーションを例として取り上げます。このアプリケーションでは、従業員は会議に使用できる会議室
を検索できます。週の始めと終わりには、このアプリケーションの使用量は最小になります。週の中盤で
は、より多くの従業員が会議をスケジュールしているため、アプリケーションの使用量が大幅に増加しま
す。
3

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
例: 変化する需要に対応する

以下のグラフは、1 週間を通じてアプリケーションの処理能力がどのくらい使用されているかを示してい
ます。

従来、このような処理能力の変化に対応した計画を立てるには 2 通りの方法がありました。最初の方法
は、アプリケーションが使用量に応じて十分な処理能力を常に確保できるように、十分な数のサーバーを
追加する方法です。ただし、この方法の欠点は、アプリケーションがこの十分な処理能力を必要としない
日数が発生することです。余分な処理能力が未使用のままになり、実質的には、アプリケーションの実行
を維持するためのコストが増加します。

2 番目の方法は、アプリケーションの平均的な使用量を処理するための十分な処理能力を確保する方法で
す。この方法では、使用される機会が少ない機器を購入しないため、コストはあまりかかりません。ただ
し、アプリケーションの使用量が処理能力を超えた場合に、カスタマーエクスペリエンスが低下するとい
うリスクがあります。

このアプリケーションに Amazon EC2 Auto Scaling を追加することによって、3 番目の方法が利用可能に
なります。必要な場合にのみアプリケーションに新しいインスタンスを追加し、それらのインスタンスが
不要になった場合は、インスタンスを終了できます。Amazon EC2 Auto Scaling では EC2 インスタンス
を使用するため、インスタンスを使用した場合に、それらのインスタンスの料金のみを支払うだけで済み
ます。この方法により、費用効率が高いアーキテクチャの利用が可能になります。このようなアーキテク
チャでは最適なカスタマーエクスペリエンスが提供され、費用を最小限に抑えることができます。
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例: ウェブアプリアーキテクチャ
一般的なウェブアプリケーションのシナリオでは、顧客のトラフィックのボリュームに対応するために、
アプリケーションの複数のコピーを同時に実行します。このようなアプリケーションの複数のコピーは、
同じ EC2 インスタンス（クラウドサーバー）でホストされ、それぞれが顧客のリクエストを処理します。

Amazon EC2 Auto Scaling は、お客様に代わって、これらの EC2 インスタンスの起動と終了を管理しま
す。お客様は、Auto Scaling グループが EC2 インスタンスを起動または終了するタイミングを特定する一
連の条件 (Amazon CloudWatch アラームなど) を定義します。Auto Scaling グループをネットワークアー
キテクチャに追加することによって、アプリケーションの可用性と耐障害性を向上させることができま
す。
Auto Scaling グループは必要な数だけ作成できます。たとえば、各層のための Auto Scaling グループを作
成できます。
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Auto Scaling グループ内のインスタンス間のトラフィックを分散させるために、アーキテクチャにロー
ドバランサーを導入できます。詳細については、「Elastic Load Balancing (p. 298)」を参照してくださ
い。

例: 複数のアベイラビリティーゾーン全体にインスタ
ンスを分散させる
アベイラビリティーゾーンは、所定の AWS リージョンにある隔離された場所です。各リージョンには、
そのリージョンに対して高可用性を提供するために設計された複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) があ
ります。アベイラビリティーゾーンは独立しているため、複数のゾーンを使用するようにアプリケーショ
ンを設計すると、アプリケーションの可用性が向上します。
アベイラビリティーゾーンは、AWS リージョン コードと、その後に続く文字識別子 (us-east-1a など)
によって識別されます。デフォルトの VPC を使用する代わりに独自の VPC とサブネットを作成する場合
は、各アベイラビリティーゾーンに 1 つ、または複数のサブネットを定義できます。各サブネットが完全
に 1 つのアベイラビリティーゾーン内に含まれている必要があり、1 つのサブネットが複数のゾーンに、
またがることはできません。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「Amazon VPC の仕組
み」を参照してください。
Auto Scaling グループを作成するときは、Auto Scaling グループをデプロイする VPC とサブネットを選
択する必要があります。Amazon EC2 Auto Scaling は、選択されたサブネットにインスタンスを作成し
ます。そのため、各インスタンスは Amazon EC2 Auto Scaling によって選択された特定のアベイラビリ
ティーゾーンに関連付けられます。インスタンスを起動すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、可用性と
信頼性を高めるためにインスタンスをゾーン間で均等に分散させようと試みます。
以下の画像は、3 つのアベイラビリティーゾーン間にデプロイされた多層アーキテクチャの概要です。
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インスタンスの分散
Amazon EC2 Auto Scaling は自動的に、有効化された各アベイラビリティーゾーン内で等しい数のインス
タンスを維持しようと試みます。Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンス数が最も少ないアベイラ
ビリティーゾーンで新しいインスタンスの起動を試みることによって、これを実行します。アベイラビリ
ティーゾーンに対して複数のサブネットが選択されている場合、Amazon EC2 Auto Scaling はアベイラビ
リティーゾーンからサブネットをランダムに選択します。この試みが失敗した場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は成功するまで別のアベイラビリティーゾーンでのインスタンスの起動を試みます。
アベイラビリティーゾーンが異常、または利用不能な状況では、アベイラビリティーゾーン間でのインス
タンスの分散が不均等になる可能性があります。アベイラビリティーゾーンが回復すると、Amazon EC2
Auto Scaling は Auto Scaling グループのバランスを自動的に再調整します。これは、インスタンス数が最
も少ない有効なアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動し、その他のゾーンでインスタンスを終
了することによって行われます。

アクティビティの再分散
再分散アクティビティは、アベイラビリティーゾーンの再調整とキャパシティー再調整の 2 つのカテゴリ
に分類されます。
アベイラビリティーゾーンの再調整
特定のアクションが発生すると、Auto Scaling グループはアベイラビリティーゾーン間で不均衡になる可
能性があります。Amazon EC2 Auto Scaling は、これらのアベイラビリティーゾーンを再調整することに
よって、これを補正します。再調整アクティビティは、以下のアクションが原因で行われる場合がありま
す。
• Auto Scaling グループに関連付けられたアベイラビリティーゾーンを変更する。
• インスタンスを明示的に終了もしくはデタッチする、またはインスタンスをスタンバイにすることでグ
ループのバランスが悪くなる。
• それまでキャパシティーが不足していたアベイラビリティーゾーンが回復し、使用できるキャパシ
ティーが増えた。
• これまでスポット価格が上限価格より高かったアベイラビリティーゾーンで、スポット価格が上限価格
より低くなった。
再調整するにあたって、Amazon EC2 Auto Scaling は新しいインスタンスを起動してから古いインスタン
スを終了します。そうすることで、再調整によってアプリケーションのパフォーマンスや可用性が損なわ
れることがなくなります。
Amazon EC2 Auto Scaling は古いインスタンスを終了する前に新しいインスタンスの起動を試みるため、
指定された最大キャパシティー、またはそれに近いキャパシティーが使用されていると、再調整アクティ
ビティが妨げられる、または完全に停止される可能性があります。
この問題を回避するため、システムは、再調整アクティビティの実行中に指定された最大キャパシティー
を一時的に超過することができます。超過は、10 パーセントまたは 1 インスタンスのどちらか大きい方の
範囲で行うことができます。この超過範囲は、グループのキャパシティーが最大またはそれに近く、再調
整が必要な場合にのみ拡張されます。これは、ユーザーがリクエストしたゾーンの再設定、またはゾーン
の可用性問題を補正するために行われることがあります。この追加キャパシティーは、グループの再分散
に要する時間にわたってのみ提供されます (通常は数分)。
キャパシティーの再調整
スポットインスタンスを使用するときは、Auto Scaling グループのキャパシティーの再調整を有効にでき
ます。これは、Amazon EC2 がスポットインスタンスの中断リスクが高まっていることを報告するとき
に、Amazon EC2 Auto Scaling がスポットインスタンスの起動を試行できるようにします。新しいインス
タンスの起動後、Amazon EC2 Auto Scaling は古いインスタンスを終了します。詳細については、「キャ
パシティーの再調整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処する (p. 286)」を参照してくださ
い。
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Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスのライフサ
イクル
Auto Scaling グループの EC2 インスタンスに、他の EC2 インスタンスとは異なるパスまたはライフサイ
クルがあります。Auto Scaling グループがインスタンスを起動すると、ライフサイクルが起動してサービ
スに組み込まれます。インスタンスを削除するとライフサイクルが終了するか、または Auto Scaling グ
ループがインスタンスをサービスから削除して終了します。

Note
インスタンスが起動すると、サービスを使用していなくてもすぐに課金されます。
次の図は、Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルのインスタンス状態の遷移を示しています。

スケールアウト
以下で、イベントを Auto Scaling グループで直接スケールアウトして EC2 インスタンスを起動し、グ
ループにアタッチします。
• 手動でグループのサイズを拡大します。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の手動スケーリ
ング (p. 127)」を参照してください。
• スケーリングポリシーを作成して、指定した需要の増加に基づいてグループのサイズを自動的に拡大し
ます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の動的スケーリング (p. 137)」を参照してくださ
い。
• スケジュールでスケーリングを設定して、特定の時間でグループのサイズを拡大します。詳しくは、
「Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)」を参照してください。
スケールアウトイベントが発生した場合、Auto Scaling グループは割り当てられた起動テンプレートを使
用して、必要な数の EC2 インスタンスを起動します。これらのインスタンスは Pending 状態で起動しま
す。ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加する場合は、ここでカスタムアクションを実行
できます。詳細については、「ライフサイクルフック (p. 10)」を参照してください。
各インスタンスが完全に設定され、Amazon EC2 ヘルスチェックに合格すると、Auto Scaling グループに
インスタンスをアタッチして InService 状態へ移行します。インスタンスは、Auto Scaling グループで
必要なキャパシティーにカウントされます。
Elastic Load Balancing ロードバランサーからのトラフィックを受信するように Auto Scaling グループが
設定されている場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスを InService としてマークする前に
ロードバランサーに登録します。
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スケールアウトイベントのロードバランサーにインスタンスを登録するワークフローの概要を次に示しま
す。

インスタンスが実行中
以下のいずれかが発生するまで、インスタンスは InService 状態のままとなります。
• スケールインイベントが発生し、Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループのサイズを縮小す
るためにこのインスタンスを削除する。詳細については、「スケールイン中に終了する Auto Scaling イ
ンスタンスを制御する (p. 238)」を参照してください。
• ユーザーがインスタンスを Standby 状態にする 詳細については、「スタンバイを入力し終了しま
す。 (p. 11)」を参照してください。
• Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチします。詳細については、「インスタンスのデタッ
チ (p. 10)」を参照してください。
• インスタンスが必要な数のヘルスチェックに失敗したため、Auto Scaling グループから削除され、終了
されて置き換えられます。詳しくは、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照
してください。

スケールイン
以下で、イベントを Auto Scaling グループで直接スケールインして EC2 インスタンスをグループからデ
タッチして、終了します。
• 手動でグループのサイズを縮小します。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の手動スケーリ
ング (p. 127)」を参照してください。
• スケーリングポリシーを作成して、指定した需要の縮小に基づいてグループのサイズを自動的に縮小し
ます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の動的スケーリング (p. 137)」を参照してくださ
い。
• スケジュールでスケーリングを設定して、特定の時間にグループのサイズを縮小します。詳しくは、
「Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)」を参照してください。
作成したそれぞれのスケールアウトイベントについて、対応するスケールインイベントを作成することが
重要です。これにより、アプリケーションに割り当てられたリソースが、それらのリソースに対する要求
に可能な限り厳密に対応するようになります。
スケールインイベントが発生すると、Auto Scaling グループは 1 つ以上のインスタンスをデタッチしま
す。Auto Scaling グループは終了ポリシーを使用して、終了するインスタンスを決定します。Auto Scaling
グループからの削除とシャットダウンのプロセス中にあるインスタンスは、Terminating 状態に移行
し、サービスに戻ることはできません。ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加する場合
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は、ここでカスタムアクションを実行できます。最後に、インスタンスは完全に終了し Terminated 状態
へ移行します。
Elastic Load Balancing ロードバランサーからのトラフィックを受信するように Auto Scaling グループが設
定されている場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、ライフサイクルフックを実行する前に、終了するイン
スタンスをロードバランサーからインスタンスを登録解除します。インスタンスの登録を解除すると、新
しいリクエストはすべてロードバランサーのターゲットグループ内の他のインスタンスにリダイレクトさ
れ、インスタンスへの既存の接続は登録解除の遅延の期限が切れるまで継続できます。
スケールインイベントのロードバランサーからインスタンスを登録解除するワークフローの概要を次に示
します。

インスタンスのアタッチ
特定の基準を満たす実行中の EC2 インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチできます。インスタ
ンスがアタッチされると、Auto Scaling グループの一部として管理されます。
詳細については、「Auto Scaling グループに EC2 インスタンスをアタッチする (p. 130)」を参照してく
ださい。

インスタンスのデタッチ
Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチできます。インスタンスをデタッチした後で、インス
タンスを Auto Scaling グループとは別に管理するか、または別の Auto Scaling グループにアタッチできま
す。
詳細については、「Auto Scaling グループからの EC2 インスタンスのデタッチ (p. 133)」を参照してく
ださい。

ライフサイクルフック
インスタンスを起動または終了したときにカスタムアクションを実行できるように、ライフサイクルフッ
クを Auto Scaling グループに追加できます。
Amazon EC2 Auto Scaling はスケールアウトイベントに応答すると、1 つ以上のインスタンス
を起動します。これらのインスタンスは Pending 状態で起動します。Auto Scaling グループに
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING ライフサイクルフックを追加すると、インスタンスは
Pending 状態から Pending:Wait 状態に移行します。ライフサイクルアクションを完了したら、インス
タンスは Pending:Proceed 状態に移行します。インスタンスが完全に設定されると、Auto Scaling グ
ループにアタッチされて InService 状態へ移行します。
Amazon EC2 Auto Scaling はスケールインイベントに応答すると、1 つ以上のインスタンスを終了しま
す。これらのインスタンスは Auto Scaling グループからデタッチされ Terminating 状態へ移行しま
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す。Auto Scaling グループに autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING ライフサイクルフックを追
加すると、インスタンスは Terminating 状態から Terminating:Wait 状態に移行します。ライフサイ
クルアクションを完了したら、インスタンスは Terminating:Proceed 状態に移行します。インスタン
スが完全に終了すると、Terminated 状態へ移行します。
詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。

スタンバイを入力し終了します。
InService 状態にあるインスタンスを、Standby 状態に移行できます。これによりインスタンスをサー
ビスから削除し、トラブルシューティングや変更を加えてから、サービスに戻すことができます。
Standby状態のインスタンスは引き続き Auto Scaling グループによって管理されます。ただし、このよう
なインスタンスを稼働状態に戻すまで、それらはアプリケーションのアクティブな部分にはなりません。
詳しくは、「Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に削除する (p. 251)」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 Auto Scaling のクォータ
AWS アカウント 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。
Amazon EC2 Auto Scaling 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 のサービス] を選択し、[Amazon EC2 Auto Scaling] を選択します。
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、[クォータの引き
上げをリクエスト] フォームを使用してください。クォータの引き上げは、リクエストされたリージョンに
関連付けられます。
すべてのリクエストは AWS Support に送信されます。AWS Support コンソールでリクエストケースを追
跡できます。
Amazon EC2 Auto Scaling リソース
AWS アカウントには、作成できる Auto Scaling グループおよび起動設定の数に関連する次のクォータが
あります。
リソース

デフォルトのクォータ

リージョンあたりの Auto Scaling グループ

500

リージョンごとの起動設定

200

Auto Scaling グループの設定
AWS アカウントには、Auto Scaling グループの設定に関連する次のクォータがあります。変更することは
できません。
リソース

クォータ

Auto Scaling グループあたりのスケーリングポリシー

50
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リソース

クォータ

Auto Scaling グループあたりのスケジュールされたアクション

125

ステップスケーリングポリシーあたりのステップ調整

20

Auto Scaling グループあたりのライフサイクルフック

50

Auto Scaling グループあたりの SNS トピック

10

Auto Scaling グループあたりの Classic Load Balancer

50

Auto Scaling グループあたりのターゲットグループ

50

Auto Scaling グループ API オペレーション
Amazon EC2 Auto Scaling では、Auto Scaling グループをバッチで変更するための API オペレーションを
利用できます。1 回のオペレーションで許可される項目の最大数 (配列メンバーの最大数) に対する API の
制限を以下に示します。変更することはできません。
Operation

配列メンバーの最大数

AttachInstances

20 個のインスタンス ID

AttachLoadBalancers

10 個のロードバランサー

AttachLoadBalancerTargetGroups

10 個のターゲットグループ

BatchDeleteScheduledAction

50 個のスケジュールに基づ
くアクション

BatchPutScheduledUpdateGroupAction

50 個のスケジュールに基づ
くアクション

DetachInstances

20 個のインスタンス ID

DetachLoadBalancers

10 個のロードバランサー

DetachLoadBalancerTargetGroups

10 個のターゲットグループ

EnterStandby

20 個のインスタンス ID

ExitStandby

20 個のインスタンス ID

SetInstanceProtection

50 個のインスタンス ID

その他の サービス
Amazon EC2 など、他のサービスのクォータが Auto Scaling グループに影響を及ぼすことがあります。詳
細については、アマゾン ウェブ サービス全般のリファレンスの「サービスエンドポイントとクォータ」を
参照してください。
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Amazon EC2 Auto Scaling をセット
アップする
Amazon EC2 Auto Scaling の使用を開始する前に、以下のタスクを完了してください。
タスク
• Amazon EC2 を使用するための準備を整える (p. 13)
• AWS CLI をインストールする (p. 13)

Amazon EC2 を使用するための準備を整える
Amazon EC2 を使用したことがない場合は、Amazon EC2 のドキュメントで説明されているタスクを完
了してください。詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 を使用するようにセットアップする」、または「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イド」の「Amazon EC2 を使用するようにセットアップする」を参照してください。

AWS CLI をインストールする
Amazon EC2 Auto Scaling で AWS CLI を使用するには、最新バージョンの AWS CLI をインストールしま
す。AWS CLIのインストールまたは最新バージョンへのアップグレードについては、AWS Command Line
Interfaceユーザーガイド.の「AWS Command Line Interfaceのインストール」を参照してください。
AWS Management Consoleを使用して AWS CLI コマンドを実行するには、サポートされている AWS
リージョンで AWS CloudShell を使用できます。詳細については、「AWS CloudShell を使用してコマンド
ラインから Auto Scaling グループを作成する (p. 295)」を参照してください。
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Amazon EC2 Auto Scaling の使用を
開始する
Amazon EC2 Auto Scaling を使用する場合、特定の構成要素を使用して開始する必要があります。この
チュートリアルでは、Amazon EC2 Auto Scaling の基本インフラストラクチャを作成するための構成要素
を設定する手順について説明します。
アプリケーションで使用する Auto Scaling グループを作成する前に、AWS クラウドで実行されるアプリ
ケーションを念入りにレビューするようにしてください。以下の点を考慮します。
• Auto Scaling グループに含めるアベイラビリティーゾーンの数。
• 使用できる既存リソース (セキュリティグループ、Amazon マシンイメージ (AMI) など)。
• キャパシティーをスケーリングするか、または、常時実行中のサーバーを一定数確保します。Amazon
EC2 Auto Scaling は両方を同時に実行できます。
• アプリケーションのパフォーマンスと最も関連性が高いメトリクス。
• サーバーの起動と設定に要する時間。
アプリケーションの理解が進むにつれて、Auto Scaling アーキテクチャーをより効率的なものにすること
ができるようになります。

Note
紹介ビデオについては、[AWSre: Invent 2018: Amazon EC2 Auto Scaling でキャパシティー管理
を容易にする] の [YouTube] をご覧ください。
タスク
• チュートリアルの概要 (p. 14)
• チュートリアルのための準備 (p. 15)
• ステップ 1: 起動テンプレートを作成する (p. 15)
• ステップ 2: 単一インスタンスの Auto Scaling グループを作成する (p. 17)
• ステップ 3: Auto Scaling グループを検証する (p. 17)
• ステップ 4: Auto Scaling グループのインスタンスを終了します (p. 18)
• ステップ 5: 次のステップ (p. 19)
• ステップ 6: クリーンアップする (p. 19)

チュートリアルの概要
このチュートリアルでは、次の作業を行います。
• EC2 インスタンスを定義する設定テンプレートを作成します。必要に応じて、起動テンプレートまた
は起動設定手順のいずれかを選択できます。起動設定を使用できますが、Amazon EC2 および Amazon
EC2 Auto Scaling の最新機能を使用できるようにするため、起動テンプレートを使用することをお勧め
します。
• 1 つのインスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成します。
• インスタンスを終了し、インスタンスがサービスから削除され、置き換えられたことを確認します。一
定数のインスタンスを維持するために、Amazon EC2 Auto Scaling は Amazon EC2 のヘルスチェックと
到達可能性チェックを自動的に検出して応答します。
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このチュートリアルは無料利用枠内のインスタンスタイプを選択できるようにしてあるため、AWS アカ
ウントを作成してから 12 か月が経過しておらず、Amazon EC2 の無料利用枠を超過していない場合、
チュートリアルの実行に料金はかかりません。それ以外の場合、このチュートリアルに従うと、インスタ
ンスが起動してから Auto Scaling グループを削除するまで (このチュートリアルの最終タスク)、およびイ
ンスタンスのステータスが terminated に変わるまで、標準の Amazon EC2 使用料が発生します。

チュートリアルのための準備
このチュートリアルは、EC2 インスタンスの起動について知識があり、キーペアとセキュリティグループ
を既に作成していることを前提としています。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドの「Amazon EC2 での設定」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling を初めて使用していて、サービスの使用を開始したい場合は、AWS アカウン
トのデフォルト VPC を使用できます。デフォルト VPC には、各アベイラビリティーゾーンのデフォルト
のパブリックサブネットと、VPC にアタッチされたインターネットゲートウェイが含まれます。Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) コンソールの VPC のページで VPC を表示できます。

ステップ 1: 起動テンプレートを作成する
このステップでは、AWS アカウントの認証情報で Amazon EC2 コンソールにサインインし、Amazon
EC2 Auto Scaling が作成する EC2 インスタンスのタイプを指定する起動テンプレートを作成します。使用
する Amazon Machine Image (AMI) の ID、インスタンスタイプ、キーペア、セキュリティグループなどの
情報を含めます。

Note
または、起動テンプレートを使用する代わりに、起動設定を使用して Auto Scaling グループを作
成することもできます。起動設定手順については、「Create a launch configuration」を参照して
ください。

起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートページを開きます。

2.

画面上部のナビゲーションバーで、AWS リージョン を選択します。作成する起動テンプレートと
Auto Scaling グループは、指定するリージョンに関連付けられます。

3.
4.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

5.
6.

[Auto Scaling ガイダンス] で、チェックボックスを選択します。
[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で、[Quick Start] (クイックスタート) リストから Amazon Linux 2 (HVM)
のバージョンを選択します。AMI はインスタンスの基本設定テンプレートとして機能します。
[インスタンスタイプ] で、指定した AMI と互換性のあるハードウェア設定を選択します。

7.

[起動テンプレート名] を使用する場合、my-template-for-auto-scaling を入力します。

Note

8.

9.

アカウントを作成してから 12 か月未満の場合は、特定の使用制限内でt2.micro インスタ
ンスを使用できます。詳細については、「AWS無料利用枠」を参照してください。
(オプション) [Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) で、既存のキーペアを選択します。キーペアは
Amazon EC2 インスタンスを SSH に接続するときに使用します。インスタンスへの接続は、この
チュートリアルには含まれていません。このため、SSH を使用してインスタンスに接続する予定の場
合を除き、キーペアを指定する必要はありません。
[Network settings] (ネットワーク設定) の [Security groups] (セキュリティグループ) で、Auto Scaling
グループの VPC として使用する予定のものと同じ VPC 内のセキュリティグループを選択します。セ
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キュリティグループを指定しないと、インスタンスは VPC のデフォルトのセキュリティグループに自
動的に関連付けられます。
10. [Advanced network configuration] (高度なネットワーク設定) は空のままにしておくことができます。
この設定を空のままにしておくと、ネットワークインターフェイスが確立されるサブネットに基づい
てインスタンス用に選択する IP アドレスでプライマリネットワークインターフェイスが作成されま
す。その代わりにネットワークインターフェイスを設定することを選択する場合は、セキュリティグ
ループをその一部にする必要があります。
11. [起動テンプレートの作成] を選択します。
12. 確認ページで、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。
現在起動テンプレートを使用しておらず、ここで作成しない場合は、代わりに起動設定を作成できます。
起動設定は、Amazon EC2 Auto Scaling によって作成される EC2 インスタンスのタイプを指定する点で、
起動テンプレートと似ています。起動設定は使用する Amazon マシンイメージ (AMI) の ID、インスタンス
タイプ、キーペア、セキュリティグループといった情報を定義して作成します。

起動設定を作成するには
1.

Amazon EC2 コンソールの [起動設定ページ] を開きます。

2.

ナビゲーションバーで、AWS リージョンを選択します。作成する起動設定と Auto Scaling グループ
は、指定するリージョンに関連付けられます。

3.

[起動設定の作成] を選択して[名前]フィールドに my-first-launch-configuration と入力しま
す。
Amazon マシンイメージ (AMI) の [AMI] を選択します。特定の AMI を検索するには、[find a suitable
AMI (適切な AMI を見つける)] をクリックし、その ID を書き留め、検索基準として ID を入力しま
す。

4.

Amazon Linux 2 AMI の ID を取得するには:

5.

a.

Amazon EC2 コンソールを開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある、[Instances] を選択して、[Launch Instance] を
選択します。

c.

[Choose an Amazon Machine Image (Amazon マシンイメージの選択)] ページの [クイックス
タート] タブで、[Amazon Linux2 AMI (HVM)] の横にある AMI の ID をメモします。この AMI が
「Free tier eligible」(無料利用枠対象) としてマークされていることに注意してください。

[インスタンスタイプ] では、インスタンスのハードウェア設定を選択します。

Note
アカウントを作成してから 12 か月未満の場合は、特定の使用制限内でt2.micro インスタ
ンスを使用できます。詳細については、「AWS無料利用枠」を参照してください。
6.

7.

8.

[追加設定] で、Advanced details のためにIP アドレスタイプを選択します。VPC のインスタンスにイ
ンターネット接続を提供するには、パブリック IP アドレスを割り当てるオプションを選択します。イ
ンスタンスがデフォルトの VPC で起動された場合、デフォルトではパブリック IP アドレスが割り当
てられます。インスタンスにインターネット接続をする必要があるときに、デフォルト VPC があるか
どうかがわからない場合は、[Assign a public IP address to every instance (すべてのインスタンスにパ
ブリック IP アドレスを割り当てる)] を選択します。
セキュリティグループで、既存のセキュリティグループを選択します。Create a new security group
(新しいセキュリティグループの作成)オプションを選択すると、Linux を実行する Amazon EC2 イン
スタンスに対してデフォルトの SSH ルールが設定されます。デフォルトの RDP ロールは、Windows
を実行する Amazon EC2 インスタンスに対して設定されます。
[キーペア (ログイン)] で、指示に従ってキーペアオプションの下にオプションを選択します。インス
タンスへの接続は、このチュートリアルには含まれていません。このため、SSH を使用してインスタ
ンスに接続する予定の場合を除き、[Proceed without a key pair] (キーペアなしで続行) を選択できま
す。
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9.

[Create launch configuration] を選択します。

10. 新しい起動設定の名前の横にあるチェックボックスを選択し、アクション,Auto Scaling グループの作
成を選択してください。

ステップ 2: 単一インスタンスの Auto Scaling グ
ループを作成する
Amazon EC2 Auto Scaling を使用して Auto Scaling グループを作成し、起動テンプレートまたは起動設定
をグループに追加します。インスタンスの VPC サブネットなどの情報も含めます。
起動テンプレートまたは起動設定を作成したら、以下の手順に従って中断していた作業を続行します。

Auto Scaling グループを作成する
1.

[Choose launch template or configuration (起動テンプレートまたは設定の選択)] ページで、Auto
Scaling グループの名前を my-first-asg に入力します。

2.

[Next] を選択します。

3.

4.

5.

6.

[Choose instance launch options] (インスタンス起動オプションの選択) ページが表示されます。この
ページでは、Auto Scaling グループで使用する VPC ネットワーク設定を選択し、オンデマンドインス
タンスとスポットインスタンスを起動するためのオプションを選択できます (起動テンプレートを選
択した場合)。
[Network] (ネットワーク) セクションの [VPC] には、選択した AWS リージョンリージョンのデフォル
ト設定を維持するか、独自の VPC を選択します。デフォルトの VPC は、インスタンスへのインター
ネット接続を提供するように自動的に設定されます。この VPC には、リージョンの各アベイラビリ
ティーゾーンのパブリックサブネットが含まれます。
[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティゾーンとサブネット) で、含める各アベイラビ
リティーゾーンからサブネットを選択します。複数のアベイラビリティーゾーンのサブネットを
使用することで、高可用性を得られます。詳しくは、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事
項 (p. 333)」を参照してください。
[起動テンプレートのみ] [Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) セクションで、
デフォルト設定を使用して、この手順を簡略化します。(起動テンプレートを上書きしないでくださ
い。) このチュートリアルでは、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプを使用して、オ
ンデマンドインスタンスを 1 つだけ起動します。
このチュートリアルの残りの部分はデフォルトのままにして、[Skip to review (スキップして確認)] を
選択します。

Note

7.

グループの初期サイズは、希望するキャパシティーによって決まります。デフォルト値は 1
インスタンスです。
[Review (確認)] ページでグループの情報を確認し、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

ステップ 3: Auto Scaling グループを検証する
Auto Scaling グループを作成し、グループによって EC2 インスタンスが起動されたことを確認する準備が
整いました。

Tip
以下の手順では、Auto Scaling グループについて [Activity history] (アクティビティ履歴) と
[Instances] (インスタンス) の各セクションを調べます。どちらのセクションにも、名前付きの列
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がすでに表示されているはずです。非表示の列を表示する、または表示される行の数を変更する
には、各セクションの右上隅にある歯車アイコンを選択して設定モーダルを開き、必要に応じて
設定を更新してから、[Confirm] (確認) を選択します。

Auto Scaling グループが EC2 インスタンスを起動したことを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

作成した Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。使用可能
な最初のタブは [詳細] タブで、Auto Scaling グループに関する情報が表示されます。

3.

2 番目のタブ [アクティビティ] を選択します。[アクティビティ履歴] で、Auto Scaling グループ
に関連付けられているアクティビティの進行状況を表示できます。[ステータス] 列には、インス
タンスの現在のステータスが表示されます。インスタンスが起動している間、ステータス列には
[PreInService] と表示されます。ステータスは、インスタンスが起動されると Successful に変わ
ります。[Refresh] ボタンを使用して、インスタンスの現在のステータスを表示することもできます。

4.

[インスタンス管理] タブの [インスタンス] で、インスタンスのステータスを表示できます。

5.

インスタンスが正常に起動したことを確認します。インスタンスの起動には短時間かかります。
• [ライフサイクル] 列には、インスタンスの状態が表示されます。最初、インスタンスの状態は
Pending です。インスタンスがトラフィックを受信できるようになったら、そのステータスは
InService です。
• [Health Status (ヘルスステータス)] 列には、インスタンスの EC2 インスタンスのヘルスチェックの
結果が表示されます。

ステップ 4: Auto Scaling グループのインスタンス
を終了します
これらのステップを使用して Amazon EC2 Auto Scaling の機能 (具体的には、必要に応じて新しいイン
スタンスを起動する方法) を詳しく確認できます。このチュートリアルで作成した Auto Scaling グループ
の最小サイズは、1 インスタンスです。そのため、実行中のインスタンスを終了する場合、Amazon EC2
Auto Scaling はその代わりとなる新しいインスタンスを起動する必要があります。
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.

[インスタンス管理] タブの [インスタンス] で、インスタンスの ID

を選択します。

そうすると、Amazon EC2 コンソールの [Instances] (インスタンス) ページが開きます。インスタンス
はここで終了できます。
4.

[Actions]、[Instance State]、[Terminate] の順に選択します。確認を求めるメッセージが表示された
ら、[Yes、Terminate] (はい、終了する) を選択します。

5.

ナビゲーションペインの [Auto Scaling] で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま
す。Auto Scaling グループを選択し、[アクティビティ] タブを選択します。
Auto Scaling グループのデフォルトのクールダウンは 300 秒（5 分）であるため、スケーリングアク
ティビティが表示されるまでに約 5 分かかります。アクティビティ履歴で、スケーリングアクティビ
ティが開始すると、最初のインスタンスの削除のエントリおよび新しいインスタンスの起動のエント
リが表示されます。

6.

[インスタンス管理] タブの [インスタンス] セクションには、新しいインスタンスのみが表示されま
す。

7.

ナビゲーションペインの [Instances] (インスタンス) で、[Instances] (インスタンス) を選択します。こ
のページには、終了したインスタンスと実行中の新しいインスタンスの両方が表示されます。
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ステップ 5: 次のステップ
作成した自動スケーリングの基本インフラストラクチャを削除する場合は、次のステップに進みます。そ
れ以外の場合は、ベースとしてこのインフラストラクチャを使用し、次の 1 つ以上を試すことができま
す。
• Session Manager または SSH を使用した Linux インスタンスへの接続。詳細については、「Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Session Manager を使用した Linux インスタンスへの接
続」または「SSH を使用した Linux インスタンスへの接続」を参照してください。
• Auto Scaling グループの起動インスタンス、または終了インスタンスが変わるたびに通知するよ
う、Amazon SNS 通知を設定します。詳しくは、「Amazon SNS 通知を使用して監視する (p. 281)」
を参照してください。
• Auto Scaling グループを手動でスケールして、SNS 通知をテストします。詳しくは、「手動スケーリン
グ (p. 127)」を参照してください。
また、ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 139) を読んでおくことで、Auto Scaling の概念に慣
れておくこともできます。アプリケーションの負荷が変化した場合、Auto Scaling グループは、グルー
プの希望する容量を最小容量制限と最大容量制限の間で調整することで、自動的にスケールアウト (イン
スタンスを追加する) およびスケールイン (インスタンスの数を減らして実行する) ことができます。こ
れらの制限の設定に関する詳細については、「Auto Scaling グループにキャパシティーの制限を設定す
る (p. 125)」を参照してください。
ロードバランサーを Auto Scaling グループにアタッチする予定がある場合は、Amazon EC2 Auto Scaling
コンソールを使用してロードバランサーをすばやく作成する方法を学ぶことができます。詳しくは、
「Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Application Load Balancer または Network Load Balancer を
設定する (p. 302)」を参照してください。

ステップ 6: クリーンアップする
スケーリングインフラストラクチャを削除するか、Auto Scaling グループのみを削除し、起動テンプレー
トまたは起動設定を維持して後で使用することができます。
AWS無料利用枠外でインスタンスを起動した場合、不要な課金を避けるためにインスタンスを終了する必
要があります。インスタンスを終了すると、それに関連付けられたデータも削除されます。

Auto Scaling グループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループ (my-first-asg) の横にあるチェックボックスを選択します。
[削除] を選択します。

3.
4.

確認を求められたら、delete を入力して指定された Auto Scaling グループの削除を確認し、[Delete]
(削除) を選択します。
[Name (名前)] 列のロードアイコンに、Auto Scaling グループが削除されたことが示されます。削除が
行われると、[Desired] (必要)、[Min] (最小)、[Max] (最大) 列には、Auto Scaling グループのインスタン
ス数として 0 と表示されます。インスタンスを終了し、グループを削除するには数分かかります。リ
ストを更新して、現在の状態を確認します。

起動テンプレートを維持する場合は、この手順をスキップします。

起動テンプレートを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートページを開きます。
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2.

起動テンプレートを選択します (my-template-for-auto-scaling)。

3.
4.

[アクション]、[テンプレートの削除] の順に選択します。
確認を求められたら、Delete を入力して指定した起動テンプレートの削除を確認し、[Delete] (削除)
を選択します。

起動設定を維持する場合は、以下の手順をスキップします。

起動設定を削除するには
1.
2.

Amazon EC2 コンソールの [起動設定ページ] を開きます。

3.

[Actions]、[Delete launch configuration] の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

起動設定を選択します (my-first-launch-configuration)。
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起動テンプレート
起動テンプレートは、インスタンス設定情報を指定する起動設定 (p. 41)と似ています。Amazon マシン
イメージ (AMI) の ID、インスタンスタイプ、キーペア、セキュリティグループ、その他 EC2 インスタン
スを起動するために使用するパラメータが含まれています。ただし、起動設定の代わりに起動テンプレー
トを定義すると、複数のバージョンの起動テンプレートを使用することができます。
起動テンプレートのバージョン管理では、パラメータのフルセットのサブセットを作成できます。その
後、再使用して、同じ起動テンプレートの他のバージョンを作成できます。たとえば、AMI またはユー
ザーデータスクリプトを使用せずに、基本設定を定義する起動テンプレートを作成できます。起動テンプ
レートを作成したら、新しいバージョンを作成し、アプリケーションの最新バージョンを持つ AMI とユー
ザーデータをテスト用に追加できます。これにより、起動テンプレートのバージョンが 2 つになります。
基本構成を保存すると、必要な一般構成パラメータを維持するのに役立ちます。基本設定から起動テンプ
レートの新しいバージョンを、必要に応じて作成することができます。アプリケーションのテストに使用
されたバージョンも、不要になったら削除することができます。
最新の機能や改善点にアクセスできるように、起動テンプレートを使用することをお勧めします。起動設
定を使用する場合、すべての Amazon EC2 Auto Scaling 機能を使用できるわけではありません。たとえ
ば、スポットインスタンスとオンデマンドインスタンスの両方を起動する Auto Scaling グループや、複数
のインスタンスタイプを指定する Auto Scaling グループを作成することはできません。これらの機能を設
定するには、起動テンプレートを使用する必要があります。詳細については、「複数のインスタンスタイ
プと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照してください。
起動テンプレートを使用すると、Amazon EC2 の新しい機能を使用することもできます。これには、現在
の世代の EBS プロビジョンド IOPS ボリューム (io2)、EBS ボリュームのタグ付け、T2 Unlimited インス
タンス、Elastic Inference、専有ホストなどが含まれます。Dedicated Hosts はお客様専用の EC2 インスタ
ンス機能を備えた物理サーバーです。Amazon EC2 ハードウェア専有インスタンスは、専有ハードウェア
でも実行されますが、ハードウェア専有インスタンスではなく Dedicated Hosts を使用する利点は、外部
ベンダーから適格なソフトウェアライセンスを持ち込み、EC2 インスタンスで使用できることです。
現在起動設定を使用している場合は、コンソールでデータをコピーして既存の起動設定から起動テンプ
レートにデータを移行できます。その後、起動設定を使用するデプロイ済みの Auto Scaling グループを新
しい起動テンプレートに移行できます。これを行うには、インスタンスの更新を開始し、グループのロー
リング更新を実行します。詳細については、「Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 101)」を参照
してください。

Note
起動テンプレートへの移行の詳細については、AWS コンピューティングブログの「Amazon EC2
Auto Scaling will no longer add support for new EC2 features to Launch Configurations」(Amazon
EC2 Auto Scaling による起動設定への新しい EC2 機能サポートの追加は終了しました) を参照し
てください。
起動テンプレートを作成するときは、すべてのパラメータはオプションです。ただし、起動テンプレー
トで AMI が指定されていない場合、Auto Scaling グループの作成時に AMI を追加することはできませ
ん。AMI を指定してもインスタンスタイプを指定しない場合は、Auto Scaling グループの作成時に 1 つ以
上のインスタンスタイプを追加できます。
目次
• 許可 (p. 22)
•
•
•
•
•

Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)
起動設定をコピーしてテンプレートを起動する (p. 30)
起動設定を起動テンプレートに置き換える (p. 31)
耐障害性に優れた柔軟なアプリケーションのためにスポットインスタンスをリクエストする (p. 32)
AWS Command Line Interface(AWS CLI) での起動テンプレートの作成と管理の例 (p. 33)
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許可
これらの手順では、起動テンプレートを使用するために必要なアクセス許可がすでに存在していること
を前提としています。権限を設定して、起動テンプレートを作成および管理することができます。Auto
Scaling グループを作成および更新し、起動設定ではなく起動テンプレートを指定することもできます。
Auto Scaling グループを更新または作成して、起動テンプレートを指定するとき
は、ec2:RunInstancesのパーミッションがチェックされます。十分なアクセス許可がない場合、起動テ
ンプレートを使用する権限がないというエラーが表示されます。
リクエストの一部の追加機能には、プロビジョニングされたインスタンスに IAM ロールを渡したり、プロ
ビジョニングされたインスタンスおよびボリュームにタグを追加したりする機能など、追加のアクセス許
可が必要です。
管理者がアクセス許可を付与する方法については、「起動テンプレートのサポート (p. 361)」を参照して
ください。

Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成す
る
起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、EC2 インスタンスの起動に必要なパ
ラメータを含む起動テンプレートを作成する必要があります。これらのパラメータには、Amazon マシン
イメージ (AMI) の ID とインスタンスタイプが含まれます。
起動テンプレートは、Amazon EC2 Auto Scaling の全機能と、現在の世代の Amazon EBS プロビ
ジョンド IOPS ボリューム (io2)、EBS ボリュームへのタグ付け、T2 Unlimited インスタンス、Elastic
Inference、Dedicated Hosts などの Amazon EC2 の新しい機能を提供します。
新しい起動テンプレートを作成するには、次の手順を使用します。
目次
• 起動テンプレートを作成する (コンソール) (p. 22)
• デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する (p. 24)
• ストレージ設定を変更する (p. 26)
• 起動テンプレートの高度な詳細を設定する (p. 27)
• 既存のインスタンスから起動テンプレートを作成する (コンソール) (p. 29)
• 追加情報 (p. 30)
• 制約事項 (p. 30)

Important
起動テンプレートパラメータは、起動テンプレート作成の際には完全には検証されません。パラ
メータに誤った値を指定した場合、またはサポートされているパラメータの組み合わせを使用し
ない場合、この起動テンプレートを使用してインスタンスは起動できません。パラメータに正し
い値を指定したこと、およびサポートされているパラメータの組み合わせを使用していることを
確認します。例えば、ARM ベースの AWS Graviton or Graviton2 AMI を含むインスタンスを起動
するには、ARM 互換のインスタンスタイプを指定する必要があります。

起動テンプレートを作成する (コンソール)
以下のステップは、起動テンプレートの設定方法を示します。
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• インスタンスを起動する Amazon マシンイメージ (AMI) を選択します。
• 指定した AMI と互換性のあるインスタンスタイプを選択します。
• インスタンスへの接続時 (SSH を使用) に使用するキーペアを指定します。
• 外部ネットワークからのインスタンスへの関連するアクセスを許可するには、1 つまたは複数のセキュ
リティグループを追加します。
• 各インスタンスに追加のボリュームをアタッチするかどうかを指定します。
• インスタンスおよびボリュームにカスタムタグ (キーバリューペア) を追加する。

起動テンプレートを作成するには
1.

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、[インスタンス] の [テンプレートの起動] を選択します。

3.

[起動テンプレートの作成] を選択します。名前を入力し、起動テンプレートの最初のバージョンの説
明を加えます。

4.

[Auto Scaling ガイダンス] でチェックボックスを選択すると、Amazon EC2 Auto Scaling で使用する
テンプレートの作成に役立つガイダンスが Amazon EC2 で表示されます。

5.

[Launch template contents] (起動テンプレートのコンテンツ) で各必須フィールドに入力し、必要に応
じてオプションフィールドにも入力します。
a.

[アプリケーションおよび OS イメージ (Amazon マシンイメージ) 情報}: (必須) インスタンス用の
AMI の ID を選択します。利用可能なすべての AMI を検索するか、[Recent] (最新) または [クイッ
クスタート] リストから選択できます。必要な AMI が表示されない場合は、[その他の AMI を閲覧
する] を選択して、完全な AMI カタログを参照します。
カスタム AMI を選択するには、最初に、カスタマイズしたインスタンスから AMI を作成する
必要があります。詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の
「Create an AMI」 (AMI の作成) を参照してください。

b.

[インスタンスタイプ] には、指定した AMI との互換性がある単一のインスタンスタイプを選択し
ます。
複数のインスタンスタイプで Auto Scaling グループを起動するには、[アドバンスト]、[インスタ
ンスタイプの属性を指定] を選択し、次のオプションを指定します。
• [Number of vCPUs] (vCPU の数): vCPU の最小数と最大数を入力します。制限を設定しない場
合は、最小値に 0 を入力し、最大値を空白のままにします。
• [Amount of memory (MiB)] (メモリの量 (MiB)): メモリの最小量と最大量を MiB 単位で入力しま
す。制限を設定しない場合は、最小値に 0 を入力し、最大値を空白のままにします。
• [Optional instance type attributes] (オプションのインスタンスタイプ属性) を展開して [Add
attribute] (属性の追加) を選択し、目的の容量を満たすために使用できるインスタンスのタイプ
をさらに絞り込みます。各属性の詳細については、「Amazon EC2 API Reference 」(Amazon
EC2 API リファレンス) の「InstanceRequirementsRequest」を参照してください。
• [Resulting instance types] (得られるインスタンスタイプ): vCPU、メモリ、ストレージなど、指
定されたコンピューティング要件に適合するインスタンスタイプを表示できます。
• インスタンスタイプを除外するには、[属性の追加] を選択します。[属性] リストから [除外され
たインスタンスタイプ] を選択します。[Attribute value] (属性値) リストから、除外したいイン
スタンスタイプを選択します。
詳細については、「属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを
作成する (p. 76)」を参照してください。

c.

[キーペア (ログイン)]: [キーペア名] で既存のキーペアを選択するか、[新しいキーペアの作成] を
選択して新しいキーペアを作成します。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイドの「Amazon EC2 key pairs and Linux instances」(Amazon EC2 のキーペアと
Linux インスタンス) を参照してください。
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d.

[ネットワーク設定]: [ファイアウォール (セキュリティグループ)] で 1 つ以上のセキュリティグ
ループを使用するか、空白のままにして、ネットワークインターフェイスの一部として 1 つ以上
のセキュリティグループを設定します。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイド」の「Linux インスタンス用 Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してく
ださい。
起動テンプレートでセキュリティグループを指定しない場合、Amazon EC2 は、Auto Scaling グ
ループがインスタンスを起動する VPC のデフォルトのセキュリティグループを使用します。デ
フォルトでは、このセキュリティグループは外部ネットワークからのインバウンドトラフィック
を許可しません。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC のデフォルトセキュリ
ティグループ」を参照してください。

e.

次のいずれかを実行します。
• デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更します。例えば、サブネット上の自動
割り当てパブリック IPv4 アドレス設定を上書きするパブリック IPv4 アドレス指定機能を有効
または無効にできます。詳細については、「デフォルトのネットワークインターフェイス設定
を変更する (p. 24)」を参照してください。
• デフォルトのネットワークインターフェイス設定を維持するには、このステップをスキップし
ます。

f.

次のいずれかを実行します。
• ストレージ設定を変更します。詳細については、「ストレージ設定を変更する (p. 26)」を参
照してください。
• デフォルトのストレージ設定を保持するには、このステップをスキップします。

g.

[Resource tags] (リソースタグ) には、キーと値の組み合わせを入力してタグを指定します。起
動テンプレートでインスタンスタグを指定して、Auto Scaling グループのタグをそのインスタン
スに伝播することを選択した場合、すべてのタグがマージされます。起動テンプレートのタグと
Auto Scaling グループのタグに同じタグキーが指定されている場合、グループのタグ値が優先さ
れます。

6.

詳細設定を構成します (オプション)。詳細については、「起動テンプレートの高度な詳細を設定す
る (p. 27)」を参照してください。

7.

起動テンプレートを作成する準備ができたら、[起動テンプレートを作成] を選択します。

8.

Auto Scaling グループを作成するには、[confirmation (確認)] ページで[Auto Scaling グループの作成]
を選択します。

デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する
このセクションでは、デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する方法について説明しま
す。例えば、サブネット上の自動割り当てパブリック IPv4 設定をデフォルトにする代わりに、パブリック
IPv4 アドレスを各インスタンスに割り当てるかどうかを定義できます。

考慮事項と制約事項
デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する場合、次の考慮事項と制約事項に留意してく
ださい。
• セキュリティグループは、テンプレートの [セキュリティグループ] セクションではなく、ネットワーク
インターフェイスの一部として設定する必要があります。両方の場所でセキュリティグループを指定す
ることはできません。
• ネットワークインターフェイスに 2 番目のプライベート IP アドレス (セカンダリ IP アドレス) を割り当
てることはできません。
• 既存のネットワークインターフェイス ID を指定した場合、起動できるインスタンスは 1 つだけです。
そのためには、AWS CLI または SDK を使用して Auto Scaling グループを作成します。グループを作成
するときは、アベイラビリティーゾーンを指定する必要がありますが、サブネット ID は指定しないでく
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ださい。また、デバイスインデックスが 0 の場合にのみ、既存のネットワークインターフェイスを指定
できます。
• 複数のネットワークインターフェイスを指定した場合、パブリック IPv4 アドレスを自動割り当てするこ
とはできません。また、ネットワークインターフェイス間で重複するデバイスインデックスを指定する
こともできません。プライマリとセカンダリの両方のネットワークインターフェイスは同じサブネット
に存在します。詳細については、「Amazon VPC を使用して Auto Scaling インスタンスにネットワーク
接続を提供する (p. 331)」を参照してください。
• インスタンスが起動すると、各ネットワークインターフェイスにプライベートアドレスが自動的に割り
当てられます。アドレスは、インスタンスが起動したサブネットの CIDR 範囲から取得されます。VPC
またはサブネットの CIDRブロック (IP アドレス範囲) の指定の詳細については、Amazon VPC ユーザー
ガイドを参照してください。

デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更するには
1.

[ネットワーク設定] で [高度なネットワーク設定] を展開します。

2.

[ネットワークインターフェイスを追加] を選択して、プライマリネットワークインターフェイスを設
定します。以下のフィールドに注意してください。
a.

デバイスインデックス: プライマリネットワークインターフェイス (eth0) に変更を適用するに
は、デフォルト値の 0 のままにします。

b.

ネットワークインターフェイス: インスタンスが起動したときに Amazon EC2 Auto Scaling で新
しいネットワークを自動的に作成するには、デフォルト値 ([新しいインターフェイス]) のままに
します。デバイスインデックスが 0 の既存の利用可能なネットワークインターフェイスを選択で
きます。その場合、Auto Scaling グループは 1 つのインスタンスに制限されます。

c.

説明: 分かりやすい名前を入力します (オプション)。

d.

サブネット: デフォルトの [[起動テンプレートの設定に含めない] のままにします。
AMI によってネットワークインターフェイスのサブネットが指定された場合、エラーが発生し
ます。回避策として、[Auto Scaling ガイダンス] をオフにすることが推奨されます。この変更を
行った後は、エラーメッセージは表示されません。ただし、サブネットが指定されている場所に
関係なく、Auto Scaling グループのサブネット設定が優先され、上書きすることはできません。

e.

パブリック IP の自動割り当て: デバイスインデックスが 0 のネットワークインターフェイスがパ
ブリック IPv4 アドレスを受け取るかどうかを変更します。デフォルトでは、デフォルトのサブ
ネットにあるインスタンスはパブリック IPv4 アドレスを受け取りますが、デフォルト以外のサブ
ネットにあるインスタンスは受け取りません。[Enable] または [Disable] を選択すると、これによ
りサブネットのデフォルト設定がオーバーライドされます。

f.

セキュリティグループ: ネットワークインターフェイスに対して 1 つ以上のセキュリティグルー
プを選択します。各セキュリティグループは、Auto Scaling グループがインスタンスを起動する
VPC 用に設定する必要があります。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユー
ザーガイド」の「Linux インスタンス用 Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してくださ
い。

g.

終了時に削除: インスタンスが終了したときにネットワークインスタンスを削除するには、[はい]
を選択します。ネットワークインスタンスを維持するには、[いいえ] を選択します。

h.

Elastic Fabric Adapter: ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) ユースケースをサポー
トするには、ネットワークインターフェイスを Elastic Fabric Adapter ネットワークインター
フェイスに変更します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Elastic Fabric Adapter」を参照してください。

i.

ネットワークカードのインデックス: デバイスインデックスが 0 のネットワークカードにプライ
マリネットワークインターフェイスをアタッチするには [0] を選択します。このオプションが使
用できない場合は、デフォルト値 ([起動テンプレートに含めない]) のままにします。特定のネッ
トワークカードへのネットワークインターフェイスのアタッチは、サポートされているインスタ
ンスタイプでのみ使用できます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「Network Cards」をご参照ください。
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3.

セカンダリネットワークインターフェイスを追加するには、ネットワークインターフェイスを追加す
るを選択します。

ストレージ設定を変更する
Amazon EBS-backed AMI または instance store-backed AMI から起動するインスタンスのストレージ設定
を変更できます。インスタンスにアタッチする追加の EBS ボリュームを指定することもできます。AMI に
は、ルートボリュームである [Volume 1 (AMI Root)] (ボリューム 1 (AMI Root) を始めとする 1 つまたは複
数のストレージボリュームが含まれます。

ストレージ設定を変更するには
1.

[Configure storage] (ストレージの設定) でボリュームのサイズまたはタイプを変更します。
ボリュームのサイズに指定した値がボリュームのタイプの制限外である場合、またはスナップショッ
トのサイズより小さい場合は、エラーメッセージが表示されます。この問題に対処するために、この
メッセージには、フィールドに入力できる最小値または最大値が示されます。
Amazon EBS-backed AMI に関連付けられているボリュームのみが表示されます。instance storebacked AMI から起動するインスタンスのストレージ設定に関する情報を表示するには、[Instance
store volumes] (インスタンスストアボリューム) セクションの [詳細を表示] を選択します。
すべての EBS ボリュームパラメータを指定するには、右上隅のリンクから [アドバンスト] ビューに
切り替えます。

2.

アドバンストオプションで、変更するボリュームを展開し、次のようにボリュームを構成します。
a.

[Storage type] (ストレージタイプ): インスタンスと関連付けるボリュームのタイプ (EBS または
エフェメラル) です。インスタンスストア (エフェメラル) ボリュームタイプは、それをサポー
トするインスタンスタイプを選択した場合にのみ使用できます。詳細については、Amazon EC2
Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon EC2 インスタンスストア」および 「Amazon
EBS ボリューム」を参照してください。

b.

[Device name] (デバイス名): ボリュームで利用できるデバイス名の一覧から選択します。

c.

[Snapshot] (スナップショット): ボリュームの作成元となるスナップショットを選択しま
す。[Snapshot] (スナップショット) フィールドにテキストを入力して、利用できる共有スナップ
ショットとパブリックスナップショットを検索することもできます。

d.

[Size (GiB)] (サイズ (GiB)): EBS ボリュームの場合、ストレージサイズを指定できます。無料利用
枠の対象となる AMI とインスタンスを選択した場合でも、無料利用枠内に収めるには、合計スト
レージを 30 GiB 以下に維持する必要があることに注意してください。詳細については、Amazon
EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「EBS ボリュームのサイズと設定の制限」を参照し
てください。

e.

ボリュームタイプ: EBS ボリュームのボリュームタイプを選択します。詳細について
は、「Amazon EC2 User Guide for Linux Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイド) の「Amazon EBS volume types」(Amazon EBS ボリュームタイプ) を参照してくだ
さい。

f.

[IOPS]: プロビジョンド IOPS SSD (io1 と io2) あるいは汎用 SSD (gp3) ボリュームタイプを選
択した場合、そのボリュームでサポートが可能な 1 秒あたりの I/O オペレーション数 (IOPS) を入
力します。これは、io1、io2、gp3 ボリュームに必要です。gp2、st1、sc1、またはスタンダード
ボリュームではサポートされていません。

g.

終了時に削除: EBS ボリュームで、インスタンスの終了時にボリュームを削除する場合は [Yes]
(はい) を選択します。ボリュームを維持する場合は [No] (いいえ) を選択します。

h.

[Encrypted] (暗号化): インスタンスタイプが EBS 暗号化をサポートしている場合、[Yes] (はい)
を選択し、ボリュームの暗号化を有効にできます。このリージョンでデフォルトで暗号化を有効
にした場合、暗号化は有効になります。指定した暗号化ボリュームの詳細については、Amazon
EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイドの「Amazon EBS 暗号化」および「デフォルトでの暗
号化」を参照してください。
26

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
起動テンプレートを作成する (コンソール)

以下の表に示すように、このパラメータを設定した場合のデフォルトの効果は、選択したボ
リュームのソースによって異なります。いずれの場合も、指定した AWS KMS keyを使用するた
めのアクセス許可が必要です。

暗号化の結果
Encrypted パ
ラメータの設定

ボリュームのソース

デフォルトの暗号化状
態

メモ

いいえ

新しい (空の) ボリューム

暗号化されていない*

該当なし

所有する暗号化されていないス
ナップショット

暗号化されていない*

お客様が所有する暗号化された
スナップショット

同じキーで暗号化され
ている

お客様と共有されている暗号化
されていないスナップショット

暗号化されていない*

お客様と共有されている暗号化
されたスナップショット

デフォルト KMS キーで
暗号化

新しいボリューム

デフォルト KMS キーで
暗号化

所有する暗号化されていないス
ナップショット

デフォルト KMS キーで
暗号化

お客様が所有する暗号化された
スナップショット

同じキーで暗号化され
ている

お客様と共有されている暗号化
されていないスナップショット

デフォルト KMS キーで
暗号化

お客様と共有されている暗号化
されたスナップショット

デフォルト KMS キーで
暗号化

はい

デフォルト以外
の KMS キーを
使用するには、
[KMS キー] パラ
メータの値を指
定します。

* デフォルトで暗号化が有効な場合、新しく作成されたすべてのボリュームは ([暗号化済み] パラ
メータが [Yes] (はい) に設定されているかどうかに関係なく)、デフォルトの KMS キーを使用し
て暗号化されます。[暗号化済み] および [KMS キー] パラメータの両方を設定した場合、デフォル
ト以外の KMS キーを指定できます。
i.

3.

KMS キー: [暗号化済み] で [Yes] (はい) を選択した場合、ボリュームの暗号化に使用するカスタ
マーマネージド型キーを選択する必要があります。このリージョンでデフォルトの暗号化を有効
にした場合は、自動的にデフォルトのカスタマーマネージド型キーが選択されます。別のキーを
選択するか、AWS Key Management Service を使用して作成したカスタマーマネージド型キーの
ARN を指定できます。

この起動テンプレートによって起動されたインスタンスにアタッチする追加のボリュームを指定する
には、[新しいボリュームを追加] を選択します。

起動テンプレートの高度な詳細を設定する
Auto Scaling インスタンスが必要とする追加機能を定義できます。たとえば、アプリケーションが他の
AWSリソースにアクセスするときに使用できる IAM ロールを選択できます。または、インスタンスの起動
後に一般的な自動設定タスクを実行するために使用できるインスタンスユーザーデータを指定できます。
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次の手順では、注意すべき最も便利な設定について説明します。[詳細設定] の設定の詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「起動テンプレートの作成」を参照してくださ
い。

詳細設定を設定するには
1.

[詳細設定] を使用する場合、セクションを展開してフィールドを表示します。

2.

購入オプションでは、[スポットインスタンスのリクエスト] を選択して、オンデマンド価格を上限と
するスポット料金でスポットインスタンスをリクエストし、[カスタマイズ] を選択して、スポットイ
ンスタンスのデフォルト設定を変更します。Auto Scaling グループでは、終了日なしのワンタイムリ
クエストを指定する必要があります (デフォルト)。詳細については、「耐障害性に優れた柔軟なアプ
リケーションのためにスポットインスタンスをリクエストする (p. 32)」を参照してください。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling では、起動テンプレートのインスタンスタイプを上書きすること
で、複数のインスタンスタイプを使用する Auto Scaling グループを作成し、スポットイン
スタンスとオンデマンドインスタンスを起動できます。このためには、起動テンプレート内
で購入オプションを指定しないままにする必要があります。
購入オプションが指定された起動テンプレートを使用して混合インスタンスグループを作成
しようとすると、次のエラーが表示されます。
Incompatible launch template: You cannot use a launch template that
is set to request Spot Instances (InstanceMarketOptions) when you
configure an Auto Scaling group with a mixed instances policy. Add a
different launch template to the group and try again.
混合インスタンスグループ作成の詳細については、複数のインスタンスタイプと購入オプ
ションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53) を参照してください。
3.

IAM インスタンスプロファイルで、インスタンスに関連付けるAWS Identity and Access
Management(IAM) インスタンスプロファイルを指定することができます。インスタンスプロファイ
ルを選択するとき、対応する IAM ロールを EC2 インスタンスに関連付けます。詳細については、
「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロール (p. 365)」を参照してく
ださい。

4.

Termination protection (終了保護)で、偶発的な終了からインスタンスを保護するかどうかを選択しま
す。終了保護を有効にすると、追加の終了保護が提供されますが、Amazon EC2 Auto Scaling が開始
した終了からは保護されません。Auto Scaling グループが特定のインスタンスを終了できるかどうか
を制御するには、インスタンスのスケールイン保護を使用する (p. 248) を使用します。

5.

Detailed CloudWatch monitoring (CloudWatch の詳細モニタリング)で、インスタンスが 1 分間隔でメ
トリックスデータを Amazon CloudWatch に発行できるようにするかどうかを選択します。別途 料金
がかかります。詳細については、「Auto Scaling インスタンスのモニタリングを設定する (p. 275)」
を参照してください。

6.

[Elastic inference で EC2 CPU インスタンスにアタッチする Elastic Inference アクセラレータを選択
します。別途 料金がかかります。詳細については、Amazon Elastic Inference デベロッパーガイドの
「Working with Amazon Elastic Inference の使用」を参照してください。

7.

[T2/T3 Unlimited (T2/T3 無制限)]で、アプリケーションがベースラインを越えて必要なだけバーストで
きるかどうかを選択します。このフィールドは、T2、T3、および T3a インスタンスに対してのみ有効
です。追加料金が適用される場合があります。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイドの「Auto Scaling グループを使用してバーストパフォーマンスインスタンスを無制限
で起動する」を参照してください。

8.

プレイスメントグループ名で、インスタンスの起動先のプレイスメントグループを指定できます。す
べてのインスタンスタイプがプレイスメントグループ内で起動できるわけではありません。別の配置
グループを指定する CLI コマンドを使用して Auto Scaling グループを設定した場合、Auto Scaling グ
ループの配置グループが優先されます。

9.

キャパシティーの予約で、インスタンスを共有キャパシティー、任意の open キャパシティーの予
約、特定のキャパシティーの予約、またはキャパシティーの予約グループのどれに起動するかを指定
できます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「既存のキャパシ
ティーの予約へのインスタンスの起動」を参照してください。
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10. テナンシーで、共有ハードウェア (共有)、専有ハードウェア (専有)、またはホストリソースグループ
を使用する場合は Dedicated Host (専有ホスト) でインスタンスを実行するように選択できます。追加
料金が適用される場合があります。
[専有ホスト] を選択した場合、次の情報を入力します：
•

テナンシーホストリソースグループで、Dedicated Hosts で使用する BYOL AMI のホストリソー
スグループを指定できます。この機能を使用する前に、アカウントに Dedicated Hostsを割り当
てる必要はありません。インスタンスは、Dedicated Hosts で自動的に起動します。ライセンス
設定の関連付けに基づく AMI は、一度に 1 つのホストリソースグループにのみマッピングできま
す。詳細については、AWS License Managerユーザーガイドの「ホストリソースグループ」を参
照してください。

11. [License configurations (ライセンス設定)]で、使用するライセンス設定を指定します。指定したライ
センス設定に対してインスタンスを起動して、ライセンスの使用状況を追跡できます。詳細について
は、License Manager ユーザーガイドの「ライセンス設定を作成する」を参照してください。
12. このバージョンの起動テンプレートに関連付けられているすべてのインスタンスに対してインスタン
スメタデータオプションを設定するには、次の手順を実行します。
a.

Metadata accessible (アクセス可能なメタデータ)で、インスタンスメタデータサービスの HTTP
エンドポイントへのアクセスを有効にするか無効にするかを選択します。デフォルトでは、HTTP
エンドポイントは有効です。エンドポイントを無効にすると、インスタンスメタデータへのアク
セスはオフになります。HTTP エンドポイントが有効になっている場合にのみ、IMDSv2 を要求
する条件を指定できます。

b.

[Metadata version] で、インスタンスメタデータをリクエストするときにインスタンスメタデータ
サービスバージョン 2 (IMDSv2) の使用を必須にすることができます。値を指定しない場合、デ
フォルトで IMDSv1 と IMDSv2 の両方がサポートされます。

c.

[Metadata token response hop limit] で、メタデータトークンに許容されるネットワークホップ数
を設定できます。値を指定していない場合、デフォルトで 1 が適用されます。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータ
サービスの設定」を参照してください。
13. [User data] (ユーザーデータ) で、シェルスクリプトと cloud-init ディレクティブを追加して、起動時
にインスタンスをカスタマイズできます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユー
ザーガイドの起動時に Linux インスタンスでコマンドを実行するを参照してください。

Note
起動時にスクリプトを実行すると、インスタンスの使用準備にかかる時間が長くなります。
ただし、Auto Scaling グループにライフサイクルフックを追加することで、インスタンスが
InService 状態に入る前に、スクリプトの完了にかかる追加時間を許可できます。詳細につ
いては、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してくださ
い。
14. [起動テンプレートの作成] を選択します。
15. Auto Scaling グループを作成するには、[confirmation (確認)] ページで[Auto Scaling グループの作成]
を選択します。

既存のインスタンスから起動テンプレートを作成する
(コンソール)
既存のインスタンスから起動テンプレートを作成するには
1.

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の [Instances] (インスタンス) で、[Instances] (インスタンス) を選択します。
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3.

インスタンスを選び、[Actions (アクション)]、[Image and templates (イメージとテンプレート)]、
[Create Template from Instance (インスタンスからテンプレートを作成)] の順に選択します。

4.
5.
6.

名前と説明を入力します。
[Auto Scaling ガイダンス] で、[チェックボックス] を選択します。
必要に応じて設定を調整し、[起動テンプレートの作成] を選択します。

7.

Auto Scaling グループを作成するには、[confirmation (確認)] ページで[Auto Scaling グループの作成]
を選択します。

追加情報
起動テンプレートの作成の詳細については、以下を参照してください。
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「起動テンプレートからのインスタンスの起動」
セクション
• 「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「Auto Scaling テンプレートスニペット」セクション
• AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS::EC2::LaunchTemplate」セクション
起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する手順については、次のトピックを参照して
ください。
• 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 82)
• 複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)
• 属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 76)

制約事項
• Amazon EC2 では、起動テンプレート内でサブネットを設定できます。ただし、Auto Scaling グループ
のサブネット設定が起動テンプレートのサブネット設定よりも優先されます。
• 起動テンプレートのサブネット設定は無視され、Auto Scaling グループで指定されているものが使用さ
れるため、特定のインスタンスに対して作成されるすべてのネットワークインターフェイスは、インス
タンスと同じサブネットに接続されます。ユーザー定義のネットワークインターフェースに関するその
他の制限については、「デフォルトのネットワークインターフェイス設定を変更する (p. 24)」を参照
してください。
• 起動テンプレートを使用すると、Auto Scaling グループに追加の設定を設定して、複数のインスタンス
タイプを起動し、オンデマンド購入オプションとスポット購入オプションを組み合わせることができま
す。詳細については、「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グルー
プ (p. 53)」を参照してください。起動テンプレートでスポットインスタンスリクエストを指定した場
合、そのような組み合わせでのインスタンスの機能はサポートされません。
• 占有ホスト (ホストテナンシー) のサポートは、ホストリソースグループを指定した場合にのみ使用でき
ます。特定のホスト ID を対象にしたり、ホストプレイスメントアフィニティを使用することはできませ
ん。

起動設定をコピーしてテンプレートを起動する
起動設定から起動テンプレートに移行するには、起動設定を起動テンプレートとしてコピーまたは再作成
する必要があります。Amazon EC2 および Amazon EC2 Auto Scaling の最新機能を利用するには、起動テ
ンプレートに移行することをお勧めします。
起動設定をコピーすると、それらを一度にすべて移行するか、コピーする起動設定を選択して時間の経過
とともに増分移行を実行できます。コピー機能は、コンソールでのみ使用できます。
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起動テンプレートへ起動設定をコピーするには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインの [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。
コピーする起動設定を選択し、[Copy to launch template (起動テンプレートにコピー)、Copy selected
(選択した範囲をコピー)] を選択します。これにより、新しい起動テンプレートが、選択した起動設定
と同じ名前およびオプションでセットアップされます。
[New launch template name (新しい起動テンプレート名)] では、起動設定の名前 (デフォルト) を使用
する、または、新しい名前を入力します。起動テンプレート名は一意である必要があります。

4.
5.

(オプション) 新しい起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには、[Create an
Auto Scaling group using the new template (新しいテンプレートを使用した Auto Scaling グループの
作成)] を選択します。

6.

[Copy] (コピー) を選択します。

すべての起動設定を起動テンプレートにコピーする場合は、以下の手順に従います。

すべての起動設定を起動テンプレートにコピーするには (コンソール)
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインの [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。
Copy to launch template (起動テンプレートにコピー)、Copy all (すべてコピー)を選択します。これに
より、現在のリージョンの各起動設定が、同じ名前およびオプションで新しい起動テンプレートにコ
ピーされます。
[Copy] (コピー) を選択します。

4.

次に、既存の Auto Scaling グループを更新して、作成した起動テンプレートを指定できます。詳細につい
ては、「起動設定を起動テンプレートに置き換える (p. 31)」を参照してください。別のオプションとし
て、インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)の手順にしたがっ
て、新しい起動テンプレートを Auto Scaling グループに追加し、Auto Scaling インスタンスを直ちに更新
することができます。

起動設定を起動テンプレートに置き換える
既存の起動設定のある Auto Scaling グループを編集するとき、起動設定を起動テンプレートで置き換える
ことができます。これにより、現在使用しているすべての Auto Scaling グループで起動テンプレートを使
用できます。そうすることで、起動テンプレートのバージョニングなどの機能を活用できます。
Auto Scaling グループの起動設定を置き換えると、以後、新しいインスタンスは新しい起動テンプレート
を使用して起動されます。既存のインスタンスは影響を受けません。既存のインスタンスを更新するに
は、これらのインスタンスを終了して Auto Scaling グループに置き換えるようにするか、オートスケーリ
ングにより終了ポリシー (p. 238)に基づいて前のインスタンスを新しいインスタンスに徐々に置き換える
ようにします。

Note
インスタンスの更新機能を使用すると、Auto Scaling グループ内の既存のインスタンスを置き換
えて、起動テンプレートを使用する新しいインスタンスを起動することもできます。詳細につい
ては、「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を
参照してください。
前提条件
Auto Scaling グループの起動設定を置き換える前に、起動テンプレートをまず作成する必要があります。
起動テンプレートを作成する最も簡単な方法は、起動設定からコピーすることです。詳細については、
「起動設定をコピーしてテンプレートを起動する (p. 30)」を参照してください。
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Auto Scaling グループが起動設定を使用しないように切り替える場合は、アクセス許可が最新であること
を確認してください。起動テンプレートを使用するには、特定のアクセス許可が必要です。

Auto Scaling グループの起動設定を置き換えるには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの隣にあるチェックボックスを選択します。
ページ下部に分割ウィンドウが開き、選択したグループの情報が表示されます。

3.

[詳細] タブで、[起動設定]、[編集] の順に選択します。

4.

起動テンプレートに切り替えるを選択します。

5.

[Launch Template (起動テンプレート)] では、起動テンプレートを選択します。

6.

[Version (バージョン)] では、必要に応じて起動テンプレートのバージョンを選択します。起動テンプ
レートのバージョンを作成したら、スケールアウト時に Auto Scaling グループで起動テンプレートの
デフォルトバージョンを使用するか最新バージョンを使用するかを選択できます。

7.

完了したら、[更新] を選択します。

コマンドラインを使用して起動設定を置き換えるには
以下のコマンドのいずれかを使用できます。
• update-auto-scaling-group (AWS CLI)
• Update-ASAutoScalingGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)
CLI コマンドを使用して Auto Scaling グループを更新して起動テンプレートを使用する例については、起
動テンプレートを使用するように Auto Scaling グループを更新する (p. 39)を参照してください。

耐障害性に優れた柔軟なアプリケーションのために
スポットインスタンスをリクエストする
起動テンプレートには、終了日や使用期間を指定せずにスポットインスタンスをリクエストできるオプ
ションがあります。Amazon EC2 スポットインスタンスは、EC2 オンデマンドの料金と比較して、大幅割
引で提供される予備のキャパシティーです。スポットインスタンス は、アプリケーションを実行する時間
に柔軟性がある場合や、アプリケーションを中断できる場合に、費用効率の高い選択肢です。スポットイ
ンスタンスをリクエストする起動テンプレート作成の詳細については、「起動テンプレートの高度な詳細
を設定する (p. 27)」を参照してください。

Important
スポットインスタンスは通常、オンデマンドインスタンスを補完するために使用されます。こ
のシナリオでは、スポットインスタンスの起動に使用されるものと同じ設定を、Auto Scaling
グループの設定内で指定できます。Auto Scaling グループの一部として設定を指定する場合、
特定の数のオンデマンドインスタンスを起動した後のみにスポットインスタンスを起動するよ
うにリクエストできます。その後、グループのスケーリングに応じてオンデマンドインスタン
スとスポットインスタンスの組み合わせを継続して起動するようにリクエストできます。詳細
については、「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グルー
プ (p. 53)」を参照してください。
このトピックでは、Auto Scaling グループ自体ではなく起動テンプレートにより設定を指定すること
で、Auto Scaling グループ内にスポットインスタンスのみを起動する方法について説明します。このト
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ピックの情報は、起動設定 (p. 41)を使用してスポットインスタンスをリクエストする Auto Scaling グ
ループにも適用されます。違いは、起動設定には上限価格が必須ですが、起動テンプレートの場合、この
設定はオプションとなることです。
起動テンプレートを作成してスポットインスタンスのみを起動する場合は、次の考慮事項に留意してくだ
さい。
• スポット料金 起動するスポットインスタンスには、現在のスポット料金のみが課金されます。この料金
は、需要と供給の長期的な傾向に基づいて時間の経過とともに緩やかに変動します。詳細については、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「Spot Instances」(スポットインスタンス) な
らびに「料金と削減額」を参照してください。
• 上限価格を設定する。起動テンプレートではオプションとして、スポットインスタンスの時間あたりの
上限価格を指定することができます。時間あたりの上限価格が現在のスポット料金を上回っていて、利
用可能なキャパシティーがある場合には、Amazon EC2 は速やかにスポットインスタンスに対するリク
エストに対応します｡ スポットインスタンスの料金が、お客様の Auto Scaling グループで実行中のイン
スタンスに設定された上限価格を上回った場合には、インスタンスが終了されます。

Warning
低すぎる上限価格が設定されるなどの理由で、スポットインスタンスを取得できない場合に
は、アプリケーションが実行されないことがあります。利用可能なスポットインスタンスを、
可能な限り長期にわたり活用するには、上限価格をオンデマンド料金に近い値に設定します。
• アベイラビリティーゾーン間でのバランシング。複数のアベイラビリティーゾーンを指定した場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は指定したゾーンの間でスポットリクエストを分散します。上限価格が
1 つのアベイラビリティーゾーンでリクエストを落札するには低すぎる場合、Amazon EC2 Auto Scaling
は他のアベイラビリティーゾーンでリクエストが落札されたかどうか確認します。その場合、Amazon
EC2 Auto Scaling は失敗したリクエストをキャンセルし、リクエストが落札されたアベイラビリティー
ゾーンの間でリクエストを再分散します。落札されたリクエストがないアベイラビリティーゾーンの料
金が、今後のリクエストに成功するために十分に下がった場合、Amazon EC2 Auto Scaling はすべての
アベイラビリティーゾーンの間で再調整します。
• スポットインスタンスの終了 スポットインスタンスは任意のタイミングで終了できます。スポットイン
スタンスの可用性や料金に変化があった場合は、Amazon EC2 スポットサービスにより、Auto Scaling
グループのスポットインスタンスが終了されることがあります。またスケーリングやヘルスチェック
の実行時には、Amazon EC2 Auto Scaling が、オンデマンドインスタンスの終了と同じ方法により、
スポットインスタンスを終了することがあります。インスタンスが終了された際には、そのためのスト
レージは削除されます。
• 必要とされるキャパシティーの維持 終了されるスポットインスタンスがあった場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は、グループ内で必要とされるキャパシティーを維持するために、代わりのインスタンスの起動
を試みます。現在のスポット料金が上限価格未満の場合は、スポットインスタンスが起動されます。ス
ポットインスタンスのリクエストが正常に処理されなかった場合は、その試行が繰り替えされます。
• 上限価格の変更 上限価格を変更するには、起動テンプレートを新規で作成するか、既存の起動テンプ
レートを新しい上限価格で更新します。その上で、このテンプレートを Auto Scaling グループに関連付
けます。これらのインスタンスに使用する起動テンプレートで指定された上限価格が、現在のスポット
料金より高い限り、既存のスポットインスタンスが実行され続けます。上限価格を指定しない場合、オ
ンデマンド料金がデフォルトの上限価格となります｡

AWS Command Line Interface(AWS CLI) での起動
テンプレートの作成と管理の例
起動テンプレートを作成および管理するには、AWS Management Console、AWS CLI、または SDK を使
用します。このセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling でAWS CLIから起動テンプレートを作成し、
管理する例について説明します。
目次
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• 使用例 (p. 34)
• 基本的な起動テンプレートを作成する (p. 34)
• 起動時にインスタンスにタグ付けするタグを指定する (p. 35)
• インスタンスに渡す IAM ロールを指定する (p. 35)
• パブリック IP アドレスを割り当てる (p. 35)
• 起動時にインスタンスを設定するユーザーデータスクリプトを指定する (p. 36)
• ブロックデバイスマッピングを指定する (p. 36)
• 外部ベンダーからソフトウェアライセンスを取得するための Dedicated Hosts を指定する (p. 36)
• 既存のネットワークインターフェイスを指定する (p. 36)
• 複数のネットワークインターフェイスを作成する (p. 37)
• 起動テンプレートを管理する (p. 37)
• 起動テンプレートを使用するように Auto Scaling グループを更新する (p. 39)

使用例
{

}

"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
"VersionDescription": "test description",
"LaunchTemplateData": {
"ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
"InstanceType": "t2.micro",
"SecurityGroupIds": [
"sg-903004f88example"
],
"KeyName": "MyKeyPair",
"Monitoring": {
"Enabled": true
},
"Placement": {
"Tenancy": "dedicated"
},
"CreditSpecification": {
"CpuCredits": "unlimited"
},
"MetadataOptions": {
"HttpTokens": "required",
"HttpPutResponseHopLimit": 1,
"HttpEndpoint": "enabled"
}
}

基本的な起動テンプレートを作成する
基本的な起動テンプレートを作成するには、create-launch-templateコマンドを次のように使用して変更を
加えます：
• インスタンスを起動する AMI の ID をami-04d5cc9b88exampleに置き換えます。
• 指定した AMI と互換性のあるインスタンスタイプをt2.microに置き換えます。
この例では、my-template-for-Auto Scalingという名前の起動テンプレートを作成します。この起
動テンプレートによって作成されたインスタンスがデフォルト VPC で起動されると、デフォルトでパブ
リック IP アドレスが割り当てられます。インスタンスがデフォルト以外の VPC で起動される場合は、デ
フォルトでパブリック IP アドレスは割り当てられません。
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aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

JSON 形式のパラメータで引用する方法については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「AWS CLIの文字列で引用符を使用する」を参照してください。
または、設定ファイルで JSON 形式のパラメータを指定することもできます。
次の例では、起動テンプレートパラメータ値の設定ファイルを参照して、基本的な起動テンプレートを作
成します。
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data file://config.json

config.json の内容：
{
}

"ImageId":"ami-04d5cc9b88example",
"InstanceType":"t2.micro"

起動時にインスタンスにタグ付けするタグを指定する
次の例では、起動時にタグ (例: purpose=webserver) をインスタンスに追加します。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":
[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

Note
起動テンプレートでインスタンスタグを指定して、Auto Scaling グループのタグをそのインスタ
ンスに伝播することを選択した場合、すべてのタグがマージされます。起動テンプレートのタグ
と Auto Scaling グループのタグに同じタグキーが指定されている場合、グループのタグ値が優先
されます。

インスタンスに渡す IAM ロールを指定する
次の例では、IAM ロールに関連付けられているインスタンスプロファイルの名前を指定し、起動時にイン
スタンスに受け渡します。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用
の IAM ロール (p. 365)」を参照してください。
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"IamInstanceProfile":{"Name":"my-instanceprofile"},"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

パブリック IP アドレスを割り当てる
次の create-launch-template の例では、デフォルト以外の VPC で起動したインスタンスに、パブリックア
ドレスを割り当てる起動テンプレートを設定します。
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Note
ネットワークインターフェイスを指定する場合、Auto Scaling グループがインスタンスを起動す
る VPC のセキュリティグループに対応するGroupsの値を指定します。Auto Scaling グループの
プロパティとして VPC サブネットを指定します。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"DeviceIndex":0,"AssociatePublicIpAddress":true,"Groups":
["sg-903004f88example"],"DeleteOnTermination":true}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"

起動時にインスタンスを設定するユーザーデータスク
リプトを指定する
次の例では、起動時にインスタンスを設定する base64-encoded 文字列としてユーザーデータスクリプト
を指定します。create-launch-templateコマンドには、base64-encoded ユーザーデータが必要です。
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data
'{"UserData":"IyEvYmluL2Jhc...","ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

ブロックデバイスマッピングを指定する
次の create-launch-template の例では、ブロックデバイスマッピングを使用して起動テンプレートを作成
します。22 GB の EBS ボリュームは /dev/xvdcz にマップされます。/dev/xvdcz ボリュームは、汎
用 SSD (gp2) ボリュームタイプを使用し、アタッチされているインスタンスを終了するときに削除されま
す。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/xvdcz","Ebs":
{"VolumeSize":22,"VolumeType":"gp2","DeleteOnTermination":true}}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","In

外部ベンダーからソフトウェアライセンスを取得する
ための Dedicated Hosts を指定する
ホストテナンシーを指定すると、ホストリソースグループと License Manager ライセンス構成を指定し
て、外部ベンダーから適格なソフトウェアライセンスを取得できます。その後、EC2 インスタンスでライ
センスを使用するには、次の create-launch-template コマンドを実行します。
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"Placement":
{"Tenancy":"host","HostResourceGroupArn":"arn"},"LicenseSpecifications":
[{"LicenseConfigurationArn":"arn"}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

既存のネットワークインターフェイスを指定する
以下の create-launch-template の例では、プライマリネットワークインターフェイスを既存のネットワー
クインターフェイスを使用するように設定します。
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aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":[{"DeviceIndex":0,"NetworkInterfaceId":"enib9a5ac93","DeleteOnTermination":false}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'

複数のネットワークインターフェイスを作成する
以下の create-launch-template の例では、セカンダリネットワークインターフェイスを追加します。プラ
イマリネットワークインターフェイスのデバイスインデックスは 0 で、セカンダリネットワークインター
フェイスのデバイスインデックスは 1 です。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":[{"DeviceIndex":0,"Groups":
["sg-903004f88example"],"DeleteOnTermination":true},{"DeviceIndex":1,"Groups":
["sg-903004f88example"],"DeleteOnTermination":true}],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"

複数のネットワークカードおよび Elastic Fabric Adapters (EFA) をサポートするインスタンスタイプを
使用する場合は、セカンダリネットワークカードにセカンダリインターフェイスを追加し、次のcreatelaunch-templateコマンドを使用して EFA を有効にします。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「Adding an EFA to a launch template (起動テンプレートへの EFA の追
加)」を参照してください。

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling -version-description version1 \
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"NetworkCardIndex":0,"DeviceIndex":0,"Groups":
["sg-7c2270198example"],"InterfaceType":"efa","DeleteOnTermination":true},
{"NetworkCardIndex":1,"DeviceIndex":1,"Groups":
["sg-7c2270198example"],"InterfaceType":"efa","DeleteOnTermination":true}],"ImageId":"ami-09d95fab7fexa

Warning
p4d.24xlarge インスタンスタイプは、このセクションの他の例よりも高いコストが発生しま
す。P4d インスタンス の料金の詳細については、「Amazon EC2 P4d インスタンスの料金」を参
照してください。

Note
同じサブネットから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アタッチすると、
特に Amazon Linux 以外のバリアントを使用するインスタンスでは、非対称ルーティングが発生
する場合があります。このタイプの設定が必要な場合は、OS 内でセカンダリネットワークイン
ターフェイスを設定する必要があります。例については、AWSナレッジセンターの「How can I
make my secondary network interface work in my Ubuntu EC2 instance? (Ubuntu EC2 インスタン
スでセカンダリネットワークインターフェイスを動作させるには)」を参照してください。

起動テンプレートを管理する
AWS CLI には、起動テンプレートの管理に役立つ他のコマンドがいくつか含まれています。
目次
• 起動テンプレートをリストして記述する (p. 38)
• 起動テンプレートのバージョンの作成 (p. 39)
• 起動テンプレートのバージョンの削除 (p. 39)
• 起動テンプレートの削除 (p. 39)
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起動テンプレートをリストして記述する
次の 2 つのAWS CLIコマンドを使用して、起動テンプレートに関する情報を取得します (describe-launchtemplates および describe-launch-template-versions)。
describe-launch-templates コマンドを使用すると、作成済みの起動テンプレートのリストを取得できま
す。オプションを使用すると、起動テンプレート名、作成時間、タグキー、またはタグとキーバリューの
組み合わせの結果をフィルタリングできます。このコマンドは、起動テンプレート識別子、最新バージョ
ン、デフォルトバージョンなど、起動テンプレートに関する概要情報を返します。
次の例では、指定された起動テンプレートの概要を示します。
aws ec2 describe-launch-templates --launch-template-names my-template-for-auto-scaling

以下に、応答の例を示します。
{

}

"LaunchTemplates": [
{
"LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
"CreateTime": "2020-02-28T19:52:27.000Z",
"CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
"DefaultVersionNumber": 1,
"LatestVersionNumber": 1
}
]

出力を 1 つの起動テンプレートだけに制限する --launch-template-names オプションを使用しない場
合は、すべての起動テンプレートの情報が返されます。
以下の delete-launch-template-versions コマンドは、指定された起動テンプレートのバージョン mytemplate-for-Auto Scaling を説明する情報を提供します。
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b729example

以下に、応答の例を示します。
{

"LaunchTemplateVersions": [
{
"VersionDescription": "version1",
"LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
"VersionNumber": 1,
"CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
"LaunchTemplateData": {
"TagSpecifications": [
{
"ResourceType": "instance",
"Tags": [
{
"Key": "purpose",
"Value": "webserver"
}
]
}
],
"ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
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"InstanceType": "t2.micro",
"NetworkInterfaces": [
{
"DeviceIndex": 0,
"DeleteOnTermination": true,
"Groups": [
"sg-903004f88example"
],
"AssociatePublicIpAddress": true
}
]

}

]

}

},
"DefaultVersion": true,
"CreateTime": "2020-02-28T19:52:27.000Z"

起動テンプレートのバージョンの作成
以下の create-launch-template-versions コマンドは、起動テンプレートのバージョン 1 に基づいて新しい
起動テンプレートバージョンを作成し、異なる AMI ID を指定します。
aws ec2 create-launch-template-version --launch-template-id lt-068f72b729example --versiondescription version2 \
--source-version 1 --launch-template-data "ImageId=ami-c998b6b2example"

デフォルトバージョンの起動テンプレートを設定するには、modify-launch-templateコマンドを使用しま
す。

起動テンプレートのバージョンの削除
以下の delete-launch-template-versions コマンドは、指定された起動テンプレートのバージョンを削除し
ます。
aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b729example -versions 1

起動テンプレートの削除
起動テンプレートが不要になった場合には、以下のdelete-launch-templateeコマンドを実行します。起動
テンプレートを削除すると、すべてのバージョンが削除されます。
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-068f72b729example

起動テンプレートを使用するように Auto Scaling グ
ループを更新する
update-auto-scaling-group コマンドを使用して、既存の Auto Scaling グループに起動テンプレートを追加
できます。

Note
Auto Scaling グループが起動設定を使用しないように切り替える場合は、アクセス許可が最新で
あることを確認してください。起動テンプレートを使用するには、特定のアクセス許可が必要で
す。
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最新バージョンの起動テンプレートを使用するように Auto
Scaling グループを更新する
以下の update-auto-scaling-group コマンドは、指定された Auto Scaling グループを更新して、指定された
起動テンプレートの最新バージョンを使用します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-template LaunchTemplateId=lt-068f72b729example,Version='$Latest'

特定バージョンの起動テンプレートを使用するように Auto
Scaling グループを更新する
以下の update-auto-scaling-group コマンドは、指定された Auto Scaling グループを更新して、指定された
起動テンプレートの特定のバージョンを使用します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='2'
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起動設定
Important
起動設定は使用しないことを強くお勧めします。Amazon EC2 Auto Scaling または Amazon EC2
には完全な機能を提供していません。起動設定に関する情報は、起動設定から起動テンプレー
トにまだ移行していないお客様向けに提供しています。起動設定が新しいインスタンスタイプ
をサポートする期間と、コンソールを使用して起動テンプレートに移行する方法の詳細について
は、AWS コンピューティングブログの「Amazon EC2 Auto Scaling will no longer add support for
new EC2 features to Launch Configurations」(Amazon EC2 Auto Scaling が新しい EC2 機能に対
するサポートの起動設定への追加を終了します) を参照してください。
起動設定は、Auto Scaling グループが EC2 インスタンスを起動するために使用するインスタンス設定テン
プレートです。起動設定を作成する場合は、インスタンスの情報を指定します。Amazon マシンイメージ
(AMI) の ID、インスタンスタイプ、キーペア、1 つ以上のセキュリティグループ、ブロックデバイスマッ
ピングなどがあります。以前 EC2 インスタンスを起動している場合は、インスタンスを起動するために同
じ情報を指定しました。
複数の Auto Scaling グループについて起動設定を指定できます。ただし、1 つの Auto Scaling グループ
に指定できる起動設定は 1 つだけであり、グループを作成した後で起動設定を変更することはできませ
ん。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、起動設定を作成し、それを使用して Auto Scaling
グループを更新する必要があります。
Auto Scaling グループを作成するときは常に、起動設定、起動テンプレート、または EC2 インスタンスを
指定する必要があります。EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成する場合、Amazon
EC2 Auto Scaling が自動的に起動設定を作成し、それを Auto Scaling グループに関連付けます。詳
細については、「既存のインスタンスからのパラメータを使用して Auto Scaling グループを作成する
(p. 87)」を参照してください。また、起動テンプレートを使用している場合は、起動設定や EC2 イン
スタンスではなく、起動テンプレートを指定します。詳しくは、「起動テンプレート (p. 21)」を参照して
ください。
目次
• 起動設定を作成する (p. 41)
• EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成 (p. 45)
• Auto Scaling グループの起動設定を変更する (p. 49)
• 起動設定を使用してインスタンステナンシーを設定する (p. 50)

起動設定を作成する
Important
起動設定は使用しないことを強くお勧めします。Amazon EC2 Auto Scaling または Amazon EC2
には完全な機能を提供していません。起動設定に関する情報は、起動設定から起動テンプレー
トにまだ移行していないお客様向けに提供しています。起動設定が新しいインスタンスタイプ
をサポートする期間と、コンソールを使用して起動テンプレートに移行する方法の詳細について
は、AWS コンピューティングブログの「Amazon EC2 Auto Scaling will no longer add support for
new EC2 features to Launch Configurations」(Amazon EC2 Auto Scaling が新しい EC2 機能に対
するサポートの起動設定への追加を終了します) を参照してください。
起動設定を作成する場合は、起動する EC2 インスタンスに関する情報を指定する必要がありま
す。Amazon マシンイメージ (AMI)、インスタンスタイプ、キーペア、セキュリティグループ、ブロック
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デバイスマッピングなどがあります。または、実行中の EC2 インスタンスの属性を使用して起動設定を作
成できます。詳細については、「EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成 (p. 45)」を参照してく
ださい。
起動設定を作成したら、Auto Scaling グループを作成できます。詳しくは、「起動設定を使用して Auto
Scaling グループを作成する (p. 85)」を参照してください。
一度に Auto Scaling グループに関連付けできる起動設定は 1 つだけであり、グループを作成した後で起動
設定を変更することはできません。したがって、既存の Auto Scaling グループで起動設定を変更する場合
は、新しい起動設定で設定を更新する必要があります。詳細については、「Auto Scaling グループの起動
設定を変更する (p. 49)」を参照してください。
目次
• 起動設定を作成する (コンソール) (p. 42)
• 起動設定を作成する (AWS CLI) (p. 43)
• インスタンスメタデータオプションの設定 (p. 43)

起動設定を作成する (コンソール)
起動設定を作成するには (コンソール)
1.

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の [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。

3.

ナビゲーションバーで、AWS リージョンを選択します。

4.

[Create launch configuration (起動設定の作成)] を選択して、起動設定の名前を入力します。

5.

Amazon マシンイメージ (AMI) で、 AMI を選択します。特定の AMI を検索するには、[find a suitable
AMI (適切な AMI を見つける)] をクリックし、その ID を書き留め、検索条件として ID を入力しま
す。
Amazon Linux 2 AMI の ID を取得するには:
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

ナビゲーションペインで、[Instances] の下にある、[Instances] を選択して、[Launch Instances]
を選択します。

c.

[Choose an Amazon Machine Image (Amazon Machine Image の選択)] ページの [クイックスター
ト] タブで、[Amazon Linux 2 AMI (HVM)] の横にある AMI の ID をメモします。

6.

[インスタンスタイプのタイプ] で、インスタンスのハードウェア設定を選択します。

7.

[Additional configuration (追加設定)] の下にある、次のフィールドに注意してください:
a.

(オプション) [Purchasing option (購入オプション)] で、[Request Spot Instances (スポットインス
タンスのリクエスト)] を選択し、オンデマンド価格を上額とするスポット料金でスポットインス
タンスをリクエストできます。オプションで、スポットインスタンスのインスタンス時間ごとに
上限価格を指定できます。

Note
スポットインスタンスは、アプリケーションを実行する時間に柔軟性がある場合や、ア
プリケーションを中断できる場合に、オンデマンドインスタンスと比べて費用効率の高
い選択肢です。詳細については、「耐障害性に優れた柔軟なアプリケーションのために
スポットインスタンスをリクエストする (p. 32)」を参照してください。
b.

(オプション) [IAM instance profile (IAM インスタンスプロファイル)] で、インスタンスに関連付
けるロールを選択します。詳細については、「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケー
ション用の IAM ロール (p. 365)」を参照してください。
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c.

(オプション) [Monitoring (モニタリング)]で、詳細のモニタリングを有効にして、インスタンスが
1 分間隔でメトリックスデータを Amazon CloudWatch に発行できるようにするか選択します。
別途 料金がかかります。詳細については、「Auto Scaling インスタンスのモニタリングを設定す
る (p. 275)」を参照してください。

d.

(オプション) [Advanced details (詳細情報)]、[User data (ユーザーデータ)] で、起動中にインスタ
ンスを設定するユーザーデータ、またはインスタンスの起動後に設定スクリプトを実行するユー
ザーデータを指定できます。

e.

(オプション) [Advanced details (詳細情報)]、[IP address type (IP アドレスタイプ)]で、パブリッ
ク IP アドレスをグループのインスタンスに割り当てるかどうか選択します。値を設定しない場
合、デフォルトでは、インスタンスが起動されるサブネットの自動割り当てパブリック IP 設定が
使用されます。

8.

(オプション) [Storage (volumes) (ストレージボリューム)] で、追加のストレージが必要ない場合、こ
のセクションをスキップできます。それ以外の場合は、AMI で指定されたボリュームに加えてインス
タンスにアタッチするボリュームを指定するには、[Add new volume (新しいボリュームの追加)] を
選択します。次に、デバイス、スナップショット、サイズ、ボリュームタイプ、IOPS、スループッ
ト、終了時に削除、および暗号化に必要なオプションと関連する値を選択します。

9.

[Security groups (セキュリティグループ)] で、グループのインスタンスに関連付けるセキュリティグ
ループを作成または選択します。選択した [Create a new security group (新しいセキュリティグルー
プの作成)] オプションから離れる場合、Linux を実行する Amazon EC2 インスタンスのデフォルトの
SSH ルールが設定されます。デフォルトの RDP ロールは、Windows を実行する Amazon EC2 イン
スタンスに対して設定されます。

10. [Key pair (login) (キーペア (ログイン)] で、[Key pair options (キーペアのオプション)] の下にあるオプ
ションを選択します。
すでに Amazon EC2 インスタンスキーペアを設定している場合は、ここで選択できます。
Amazon EC2 インスタンスのキーペアがまだない場合は、[Create a new key pair (新しいキーペアの
作成)] を選択して、わかりやすい名前を付けます。[Download key pair (キーペアのダウンロード)] を
選択し、コンピュータにダウンロードします。

Important
インスタンスに接続する必要がある場合は、[Proceed without a key pair (キーペアなしで続行
する)] を選択しないでください。
11. 確認チェックボックスをオンにし、[Create launch configuration (起動設定の作成) ] を選択します。

起動設定を作成する (AWS CLI)
コマンドラインを使用して起動設定を作成するには
以下のコマンドのいずれかを使用できます。
• create-launch-configuration (AWS CLI)
• New-ASLaunchConfiguration (AWS Tools for Windows PowerShell)

インスタンスメタデータオプションの設定
Amazon EC2 Auto Scaling は、起動設定のインスタンスメタデータサービス (IMDS) の設定をサポートし
ています。このオプションにより、起動設定を使用して、Auto Scaling グループ内の Amazon EC2 インス
タンスを、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) をリクエストするように設定できま
す。これは、インスタンスメタデータを要求するためのセッション指向の方法です。IMDSv2 の利点の詳
細については、「EC2 インスタンスメタデータサービスに多層防御を追加する拡張機能についての AWS
ブログ」の記事を参照してください。
43

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
IMDS を設定する

IMDSv2 と IMDSv1 の両方をサポートするように (デフォルト)、または IMDSv2 の使用をリクエストする
ように IMDS を設定できます。IMDS を設定するために AWS CLI または SDK の 1 つ以上を使用してい
る場合、AWS CLI または SDK の最新バージョンを使用し、IMDSv2 の使用をリクエストする必要がりま
す。
起動設定は次の設定を指定できます。
• インスタンスメタデータをリクエストするときに IMDSv2 の使用を要求する
• PUT レスポンスのホップ制限を指定する
• インスタンスメタデータへのアクセスを無効にする
次のトピック、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータサービス
の設定」からインスタンスメタデータサービスの設定の詳細を参照してください。
起動設定で IMDS オプションを設定するには、以下の手順を使用します。起動設定を作成したら、それ
を Auto Scaling グループに関連付けることができます。起動設定を既存の Auto Scaling グループに関連
付けると、既存の起動設定と Auto Scaling グループとの関連付けが解除され、新しい起動設定で指定した
IMDS オプションを使用するには、既存のインスタンスを置き換える必要があります。詳細については、
「Auto Scaling グループの起動設定を変更する (p. 49)」を参照してください。

起動設定で IMDS を設定するには (コンソール)
1.

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の [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。

3.

ナビゲーションバーで、AWS リージョンを選択します。

4.

[Create launch configuration (起動設定の作成)] を選択し、通常の方法で起動設定を作成しま
す。Amazon Machine Image (AMI) の ID、インスタンスタイプ、オプションでキーペア、1 つ以上の
セキュリティグループ、およびインスタンス用の追加の EBS ボリュームまたはインスタンスストアボ
リュームなどがあります。

5.

この起動設定に関連付けられているすべてのインスタンスのインスタンスメタデータオプションを設
定するには、[Additional configuration (追加設定)] の下にある [Advanced details (詳細情報)] で次の作
業を行います。

6.

a.

[Metadata accessible (アクセス可能なメタデータ)] で、インスタンスメタデータサービス
の HTTP エンドポイントへのアクセスを有効または無効にするか選択します。デフォルトで
は、HTTP エンドポイントは有効です。エンドポイントを無効にすると、インスタンスメタ
データへのアクセスはオフになります。HTTP エンドポイントが有効になっている場合にの
み、IMDSv2 を要求する条件を指定できます。

b.

[Metadata version] で、インスタンスメタデータをリクエストするときにインスタンスメタデータ
サービスバージョン 2 (IMDSv2) の使用を必須にすることができます。値を指定しない場合、デ
フォルトで IMDSv1 と IMDSv2 の両方がサポートされます。

c.

[Metadata token response hop limit] で、メタデータトークンに許容されるネットワークホップ数
を設定できます。値を指定していない場合、デフォルトは 1 です。

完了したら、[Create launch configuration (起動設定の作成)] を選択します。

起動設定で IMDSv2 の使用をリクエストするには、AWS CLI を使用します。
HttpTokens=required に設定されている --metadata-options と使用して、次の create-launchconfigurationコマンドを使用します。HttpTokens の値を指定する場合は、HttpEndpoint も有効にする
必要があります。メタデータの取得リクエストではセキュリティで保護されたトークンヘッダーが必須と
設定されるため、インスタンスメタデータをリクエストするときに IMDSv2 の使用をリクエストするよう
にインスタンスが設定されます。
aws autoscaling create-launch-configuration \

44

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成
--launch-configuration-name my-lc-with-imdsv2 \
--image-id ami-01e24be29428c15b2 \
--instance-type t2.micro \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required"

インスタンスメタデータへのアクセスを無効にするには
インスタンスメタデータへのアクセスをオフにするために、次の create-launch-configuration を使用しま
す。アクセスに後で戻るには、modify-instance-metadata-options コマンドを使用します。
aws autoscaling create-launch-configuration \
--launch-configuration-name my-lc-with-imds-disabled \
--image-id ami-01e24be29428c15b2 \
--instance-type t2.micro \
...
--metadata-options "HttpEndpoint=disabled"

EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成
Amazon EC2 Auto Scaling には、実行中の EC2 インスタンスの属性を使用して起動設定を作成するオプ
ションが用意されています。
指定されたインスタンスに起動設定で現在サポートされていないプロパティがある場合、Auto Scaling グ
ループによって起動されるインスタンスは、元の EC2 インスタンスと同じにならない場合があります。
起動設定を新しく作成することと、既存の EC2 インスタンスから起動設定を作成することには違いがあり
ます。起動設定をゼロから作成するときは、イメージ ID、インスタンスタイプ、オプションリソース（ス
トレージデバイスなど）、オプション設定（モニタリングなど）を指定します。実行中のインスタンスか
ら起動設定を作成すると、Amazon EC2 Auto Scaling は指定されたインスタンスから起動設定の属性を取
得します。属性は、インスタンスが起動された AMI のブロックデバイスマッピングからも取得されます
が、起動後に追加されたブロックデバイスは無視されます。
実行中のインスタンスを使用して起動設定を作成するときは、同じリクエストの一部としてそれらを指
定することによって、次の属性を変更できます。AMI、ブロックデバイス、キーペア、インスタンスプロ
ファイル、インスタンスタイプ、カーネル、インスタンスのモニタリング、プレイスメントテナンシー、
ラムディスク、セキュリティグループ、スポット (最大) 料金、ユーザーデータ、インスタンスにパブリッ
ク IP アドレスがあるか、インスタンスが EBS で最適化されているかどうか。

Tip
EC2 インスタンスから Auto Scaling グループを直接作成 (p. 87)できます。この機能を使用す
ると、Amazon EC2 Auto Scaling が起動設定を自動的に作成します。
次の例では、EC2 インスタンスから起動設定を作成する方法を示します。
例
• EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成 (p. 45)
• インスタンスから起動設定を作成し、ブロックデバイスをオーバーライドする (AWS CLI) (p. 46)
• 起動設定を作成し、インスタンスタイプをオーバーライドする (AWS CLI) (p. 48)

EC2 インスタンスを使用した起動設定の作成
既存の EC2 インスタンスの属性を使用して起動設定を作成するには、インスタンスの ID を指定します。
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Important
指定したインスタンスを起動するために使用される AMI がまだ存在する必要があります。

EC2 インスタンスから起動設定を作成する (コンソール)
コンソールを使用して、実行中の EC2 インスタンスから起動設定と Auto Scaling グループを作成し、そ
のインスタンスを新しい Auto Scaling グループに追加できます。詳細については、「Auto Scaling グルー
プに EC2 インスタンスをアタッチする (p. 130)」を参照してください。

EC2 インスタンスから起動設定を作成する (AWS CLI)
create-launch-configuration インスタンスから、そのインスタンスと同じ属性を使用して起動設定を作成す
るには、次の コマンドを使用します。起動後に追加されたブロックデバイスはすべて無視されます。
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-from-instance
--instance-id i-a8e09d9c

次の describe-launch-configurations コマンドを使用すると、起動設定を記述し、その属性がインスタンス
の属性と一致することを確認できます。
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-frominstance

以下に、応答の例を示します。
{

}

"LaunchConfigurations": [
{
"UserData": null,
"EbsOptimized": false,
"LaunchConfigurationARN": "arn",
"InstanceMonitoring": {
"Enabled": false
},
"ImageId": "ami-05355a6c",
"CreatedTime": "2014-12-29T16:14:50.382Z",
"BlockDeviceMappings": [],
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
"sg-8422d1eb"
],
"LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance",
"KernelId": "null",
"RamdiskId": null,
"InstanceType": "t1.micro",
"AssociatePublicIpAddress": true
}
]

インスタンスから起動設定を作成し、ブロックデバイ
スをオーバーライドする (AWS CLI)
Amazon EC2 Auto Scaling は、デフォルトで、指定された EC2 インスタンスの属性を使用して起動設定を
作成します。ただし、インスタンスではなく、インスタンスの起動に使用された AMI のブロックデバイス
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が使用されます。起動設定にブロックデバイスを追加するには、起動設定のブロックデバイスマッピング
をオーバーライドします。

Important
指定したインスタンスを起動するために使用される AMI がまだ存在する必要があります。

起動設定を作成し、ブロックデバイスをオーバーライドする
EC2 インスタンスでカスタムブロックデバイスマッピングを使用して起動設定を作成するには、次の
create-launch-configuration コマンドを使用します。
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-frominstance-bdm --instance-id i-a8e09d9c \
--block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sda1\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":
\"snap-3decf207\"}},{\"DeviceName\":\"/dev/sdf\",\"Ebs\":{\"SnapshotId\":\"snapeed6ac86\"}}]"

起動設定を記述し、それがカスタムブロックデバイスマッピングを使用していることを確認するには、次
の describe-launch-configurations コマンドを使用します。
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-frominstance-bdm

以下の応答例は、起動設定の詳細を表しています。
{

"LaunchConfigurations": [
{
"UserData": null,
"EbsOptimized": false,
"LaunchConfigurationARN": "arn",
"InstanceMonitoring": {
"Enabled": false
},
"ImageId": "ami-c49c0dac",
"CreatedTime": "2015-01-07T14:51:26.065Z",
"BlockDeviceMappings": [
{
"DeviceName": "/dev/sda1",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-3decf207"
}
},
{
"DeviceName": "/dev/sdf",
"Ebs": {
"SnapshotId": "snap-eed6ac86"
}
}
],
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
"sg-8637d3e3"
],
"LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance-bdm",
"KernelId": null,
"RamdiskId": null,
"InstanceType": "t1.micro",
"AssociatePublicIpAddress": true
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}

]

}

起動設定を作成し、インスタンスタイプをオーバーラ
イドする (AWS CLI)
Amazon EC2 Auto Scaling は、デフォルトで、指定された EC2 インスタンスの属性を使用して起動設定を
作成します。要件によっては、インスタンスの属性をオーバーライドし、必要な値を使用する場合があり
ます。たとえば、インスタンスタイプをオーバーライドできます。

Important
指定したインスタンスを起動するために使用される AMI がまだ存在する必要があります。

起動設定を作成し、インスタンスタイプをオーバーライドする
EC2 インスタンスを使用して起動設定を作成するために、次の create-launch-configuration コマンドを使
用しますが、インスタンス (たとえば t2.micro) よりも異なるインスタンスタイプ (例:t2.medium) を使
用します。
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-frominstance-changetype \
--instance-id i-a8e09d9c --instance-type t2.medium

起動設定を記述し、インスタンスタイプが上書きされたことを確認するには、次の describe-launchconfigurations コマンドを使用します。
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-frominstance-changetype

以下の応答例は、起動設定の詳細を表しています。
{

"LaunchConfigurations": [
{
"UserData": null,
"EbsOptimized": false,
"LaunchConfigurationARN": "arn",
"InstanceMonitoring": {
"Enabled": false
},
"ImageId": "ami-05355a6c",
"CreatedTime": "2014-12-29T16:14:50.382Z",
"BlockDeviceMappings": [],
"KeyName": "my-key-pair",
"SecurityGroups": [
"sg-8422d1eb"
],
"LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance-changetype",
"KernelId": "null",
"RamdiskId": null,
"InstanceType": "t2.medium",
"AssociatePublicIpAddress": true
}
]
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}

Auto Scaling グループの起動設定を変更する
一度に Auto Scaling グループに関連付けできる起動設定は 1 つだけであり、グループを作成した後で起動
設定を変更することはできません。Auto Scaling グループの起動設定を変更するには、新しい起動設定の
ベースとして既存の起動設定を使用します。次に、Auto Scaling グループを新しい起動設定を使用するよ
うに更新します。
Auto Scaling グループの起動設定を変更すると、以後、新しいインスタンスは新しい設定オプションを
使用して起動されますが、既存のインスタンスは影響を受けません。既存のインスタンスを更新するに
は、これらのインスタンスを終了して Auto Scaling グループに置き換えるか、Auto Scaling で終了ポリ
シー (p. 238)に基づき古いインスタンスを新しいインスタンスに徐々に置き換えます。

Note
Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスを置き換えて、新しい起動設定を使用するイン
スタンスを新しく起動することもできます。詳細については、「Auto Scaling インスタンスを置
き換える (p. 101)」を参照してください。

Auto Scaling グループの起動設定を置き換えるには (コンソール)
1.

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の [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。

3.

起動設定を選択し、[Actions]、[Copy launch configuration] の順に選択します。これにより、新しい起
動設定は元の設定と同じオプションで設定されますが、名前に「コピー」が追加されます。

4.

[Copy Launch Configuration] ページで、必要に応じて設定オプションを編集し、[Create launch
configuration] を選択します。

5.

ナビゲーションペインの Auto Scaling で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま
す。

6.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
ページ下部に分割ウィンドウが開き、選択したグループの情報が表示されます。

7.

[Details] (詳細) タブで、[Launch configuration] (起動設定)、[Edit] (編集) の順に選択します。

8.

[Launch Configuration (起動設定)] で、新しい起動設定を選択します。

9.

タグの追加を完了したら、[保存] を選択します

Auto Scaling グループの起動設定を変更するには (AWS CLI)
1.

describe-launch-configurations コマンドを使用して、現在の起動設定について記述します。

2.

create-launch-configuration コマンドを使用して、新しい起動設定を作成します。

3.

Auto Scaling グループの起動設定を更新するには、--launch-configuration-names パラメータ
で update-auto-scaling-group コマンドをパラメータを使用します。

Auto Scaling グループの起動設定を変更するには (Tools for Windows PowerShell)
1.

Get-ASLaunchConfiguration コマンドを使用して、現在の起動設定について記述します。

2.

New-ASLaunchConfiguration コマンドを使用して、新しい起動設定を作成します。

3.

Auto Scaling グループの起動設定を更新するには、-LaunchConfigurationName パラメータで
Update-ASAutoScalingGrou コマンドを使用します。
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起動設定を使用してインスタンステナンシーを設定
する
テナンシーは、EC2 インスタンスが物理ハードウェアに分散される方法を定義します。これは、料金に影
響を与えます。次の 3 つのテナンシーオプションを使用できます。
• 共有 (default) — 複数の AWS アカウント が、同じ物理ハードウェアを共有できます。
• ハードウェア専有インスタンス (dedicated) — インスタンスはシングルテナントのハードウェアで実
行されます。
• 専有ホスト (host) — インスタンスは、EC2 インスタンスのキャパシティー全体が専用に設定された物
理サーバーで実行されます。専有ホストとは、ユーザーが設定を制御できる隔離サーバーです。
このトピックでは起動設定で設定を指定して、Auto Scaling グループでハードウェア専有インスタンスを
起動する方法について説明します。料金情報とハードウェア専有インスタンスの詳細については、Linux
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドにある「Amazon EC2 専有インスタンス」製品ページと
「ハードウェア専有インスタンス」を参照してください。
起動設定または起動テンプレートを使用して、EC2 インスタンスのテナンシーを設定できます。ただ
し、host テナント属性値は起動設定では使用できません。default または dedicated テナント属性値
のみを使用します。

Important
host のテナント属性値を使用するには、起動テンプレートをかならず使用します。詳細につ
いては、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)」を参照してくださ
い。Dedicated Hosts を起動する前に、AWS License Manager を使用して起動および管理を良く
知ることをお勧めします。詳細については、License Manager ユーザーガイドを参照してくださ
い。
VPC を作成すると、デフォルトではテナンシー属性は default に設定されます。このような VPC で
は、テナンシー値に dedicated を指定してインスタンスを起動して、単一テナンシーインスタンスとし
て実行できます。それ以外の場合は、デフォルトで、インスタンスは共有テナンシーインスタンスとして
実行されます。VPC のテナンシー属性を dedicated に設定した場合、VPC で起動されるすべてのイン
スタンスは、シングルテナンシーインスタンスとして実行されます。
起動設定を作成するときにインスタンスのプレイスメントテナンシーのデフォルト値は null であり、イ
ンスタンスのテナンシーは VPC のテナンシー属性によって制御されます。起動設定のインスタンスプレイ
スメントテナンシーは、default または dedicated として create-launch-configuration CLI コマンドと
--placement-tenancy オプションを使用します。
以下の表は、VPC で起動される Auto Scaling インスタンスのプレイスメントテナンシーをまとめたもので
す。
起動設定のテナンシー

VPC テナンシー = default

VPC テナンシー = dedicated

指定されていません

共有テナンシー インスタンス

Dedicated Instances

default

共有テナンシー インスタンス

Dedicated Instances

dedicated

Dedicated Instances

Dedicated Instances

ハードウェア専有インスタンスを作成する起動設定を作成するには (AWS CLI)
次の create-launch-configuration コマンドを使用して、起動設定テナンシーを dedicated に設定する起
動設定を作成します。
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aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-launch-config -placement-tenancy dedicated --image-id ...

次の describe-launch-configurations コマンドを使用して、起動設定のインスタンスのプレイスメントテナ
ンシーを確認できます。
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-launchconfig

ハードウェア専有インスタンスを作成する起動設定の出力例を次に示します。明示的にインスタンスのプ
レイスメントテナンシーを設定すると、PlacementTenancy パラメータはこのコマンドの出力にのみ含
まれます。
{

}

"LaunchConfigurations": [
{
"UserData": null,
"EbsOptimized": false,
"PlacementTenancy": "dedicated",
"LaunchConfigurationARN": "arn",
"InstanceMonitoring": {
"Enabled": true
},
"ImageId": "ami-b5a7ea85",
"CreatedTime": "2020-03-08T23:39:49.011Z",
"BlockDeviceMappings": [],
"KeyName": null,
"SecurityGroups": [],
"LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
"KernelId": null,
"RamdiskId": null,
"InstanceType": "m3.medium"
}
]
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Auto Scaling グループ
Note
Auto Scaling グループを初めて使用する場合は、Amazon EC2 Auto Scaling の使用を開始す
る (p. 14) チュートリアルで詳細を確認できます。最初に起動テンプレートまたは起動設定を作成
します。次に、それを使用して Auto Scaling グループを作成し、このグループ内のすべてのイン
スタンスに同じインスタンス属性を持たせます。たとえば、起動テンプレートまたは起動設定の
一部として指定して、Amazon マシンイメージ (AMI)、インスタンスタイプ、ブロックストレージ
デバイス、SSH キーペア、およびインスタンスのインバウンドトラフィックとアウトバウンドト
ラフィックを制御するセキュリティグループなどのインスタンス属性を設定できます。
Auto Scaling グループには、自動スケーリングと管理の目的で論理グループとして扱われる EC2 インスタ
ンスの集合が含まれます。また、Auto Scaling グループによって、ヘルスチェックの置き換えやスケーリ
ングポリシーなど、Amazon EC2 Auto Scaling の機能も使用できます。Auto Scaling グループでのインス
タンス数の維持と自動スケーリングの両方が Amazon EC2 Auto Scaling サービスの主な機能です。
Auto Scaling グループのサイズは、希望するキャパシティーとして設定したインスタンスの数によって異
なります。手動でまたは自動スケーリングを使用して、需要に合わせてサイズを調整できます。
Auto Scaling グループは起動時に、希望するキャパシティーに対応するために十分な数のインスタンスを
起動します。また、グループのインスタンスに対して定期的にヘルスチェックを実行することで、このイ
ンスタンス数を維持します。Auto Scaling グループは、インスタンスに異常が発生した場合でも、一定数
のインスタンスを維持し続けます。インスタンスに異常が生じた場合、グループは異常のあるインスタン
スを終了し、そのインスタンスを置き換える別のインスタンスを起動します。詳細については、「Auto
Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。
スケーリングポリシーを使用して、状況の変化に合わせてグループのインスタンスの数を動的に増減する
ことができます。スケーリングポリシーが有効になっている場合、Auto Scaling グループは、指定された
最小キャパシティー値と最大キャパシティー値の間で、グループの希望するキャパシティーを調整し、必
要に応じてインスタンスを起動または終了します。スケーリングはスケジュールに従って行うこともでき
ます。詳細については、「Auto Scaling グループのサイズをスケールする (p. 124)」を参照してくださ
い。
Auto Scaling グループは、オンデマンドインスタンス、スポットインスタンス、またはその両方を起動で
きます。起動テンプレートを使用する場合にのみ、Auto Scaling グループに複数の購入オプションを指定
できます。Amazon EC2 Auto Scaling および Amazon EC2 の最新機能を確実に使用できるように、起動設
定の代わりに起動テンプレートを使用することをお勧めします。
スポットインスタンスでは、オンデマンド料金と比べて大幅な割引料金で、未使用の EC2 キャパシティを
購入できます。詳細については、「Amazon EC2スポットインスタンス」を参照してください。スポット
インスタンスとオンデマンドインスタンスの主な違いは次のとおりです。
• スポットインスタンスの料金は需要に応じて変化する
• スポットインスタンスの可用性や料金が変化したときに、Amazon EC2 が個々のスポットインスタンス
を終了できる
スポットインスタンスが削除されると、Auto Scaling グループはグループの希望するキャパシティーを維
持するために、代わりのインスタンスを起動しようとします。
インスタンスの起動時に複数のアベイラビリティーゾーンを指定した場合は、希望するキャパシティーが
これらのアベイラビリティーゾーンに分散されます。スケーリングアクションが発生した場合、Amazon
EC2 Auto Scaling は指定したすべてのアベイラビリティーゾーン間でキャパシティーのバランスを自動的
に維持します。
目次
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• 複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)
•
•
•
•
•

属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 76)
起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 82)
起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 85)
既存のインスタンスからのパラメータを使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 87)
Amazon EC2 起動ウィザードを使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 91)

• Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)
• Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 101)
• Auto Scaling インフラストラクチャを削除する (p. 120)

複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用
する Auto Scaling グループ
1 つの Auto Scaling グループ内で、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスのフリートを起動
してオートスケールできます。スポットインスタンスの使用で割引を受けるだけでなく、リザーブドイン
スタンスまたは Savings Plan を使用して、通常のオンデマンドインスタンス コストの割引料金を受け取
ることができます。これらすべての要素を組み合わせることで、EC2 インスタンスのコストを最適な方法
で削減しながら、アプリケーションに必要なスケールとパフォーマンスを確実に得ることができます。
まず、起動テンプレートで一般的な設定パラメータを指定し、Auto Scaling グループの作成時にそのテン
プレートを選択します。Auto Scaling グループを設定すると、以下のことができます。
• グループの 1 つ以上のインスタンスタイプを選択します (オプションで、起動テンプレートで指定され
たインスタンスタイプを上書きします)。
• 複数の起動テンプレートを定義して、異なる CPU アーキテクチャ（例えば、Arm と x86 など）のイン
スタンスを同じ Auto Scaling グループで起動することを許可します。
• 各インスタンスタイプに個別の重みを付けます。これが便利なのは、たとえば、インスタンスタイプ別
に異なる vCPU、メモリ、ストレージ、またはネットワーク帯域幅の機能を設定する場合です。
• Savings Plan またはリザーブドインスタンスの割引料金の利点であるインスタンスタイプの優先順位を
設定します。
• 起動するオンデマンドキャパシティーとスポットキャパシティーを指定し、オプションのオンデマンド
ベース部分を指定します。
• Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスタイプ間でどのようにオンデマンドキャパシティーとスポッ
トキャパシティーを配分するかを定義します。
• キャパシティーの再調整を有効にします。キャパシティーの再調整を有効にすると、Amazon EC2 ス
ポットサービスがスポットインスタンスの中断リスクが高まっていることを通知したとき、Amazon
EC2 Auto Scaling はスポットインスタンスを起動しようとします。新しいインスタンスを起動すると、
古いインスタンスを終了します。詳細については、「キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2
スポットの中断に対処する (p. 286)」を参照してください。
可用性を高めるには、複数のアベイラビリティーゾーンで実行されている複数のインスタンスタイプ間
でアプリケーションをデプロイします。使用できるインスタンスタイプは 1 つだけですが、選択したア
ベイラビリティーゾーンに十分なインスタンスキャパシティーがない場合に Amazon EC2 Auto Scaling
が別のインスタンスタイプを起動することを許可する、いくつかのインスタンスタイプを使用するのが
ベストプラクティスです。スポットインスタンスでは、インスタンスキャパシティーが不足している場
合、Amazon EC2 Auto Scaling はオンデマンドインスタンスを起動するのではなく、他のスポットインス
タンス プール (選択したインスタンスタイプと割り当て戦略によって決まります) を試行し続けるため、ス
ポットインスタンスのコスト削減を活用できます。
Auto Scaling グループの設定で複数のインスタンスタイプを関連付けるには、次の 2 つの方法がありま
す。
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• このトピックで説明しているように、インスタンスタイプを手動で追加します。
• Auto Scaling グループが使用するインスタンスタイプの、選択の基準となるインスタンス属性のセット
を選択します。これは属性ベースのインスタンスタイプの選択と呼ばれます。詳細については、「Using
attribute-based instance type selection (p. 76)」 (属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する)
を参照してください。
目次
• 配分戦略 (p. 54)
• オンデマンドインスタンスの割合を制御する (p. 56)
• スポットインスタンスのベストプラクティス (p. 57)
• 前提条件 (p. 58)
• スポットインスタンスとオンデマンドインスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成する (コン
ソール) (p. 58)
• スポット配分戦略を設定する (AWS CLI) (p. 60)
• Auto Scaling グループが正しく設定されているかどうか、およびグループがインスタンスを起動した
ことを確認する (AWS CLI) (p. 66)
• 上書きを設定する (p. 66)

配分戦略
以下の配分戦略では、Auto Scaling グループが可能なインスタンスタイプから [オンデマンドとスポット
キャパシティー] の [] をどのように満たすかを決定しています。
Amazon EC2 Auto Scaling はまず、指定されたアベイラビリティーゾーン間でインスタンスの分散バラン
スを確認しようとします。次に、指定された配分戦略に従ってインスタンスタイプを起動します。

スポットインスタンス
Amazon EC2 Auto Scaling では、スポットインスタンスに使用できる、以下の配分戦略を提供していま
す。
capacity-optimized
Amazon EC2 Auto Scaling は、起動するインスタンスの数に最適なキャパシティーのスポットインス
タンス プールから、インスタンスを割り当てます。この方法でデプロイすると、予備の EC2 キャパ
シティーを最も効率的に活用できます。
スポットインスタンスでは、価格は需要と供給の長期的な傾向に基づいて時間の経過とともに緩やか
に変動しますが、キャパシティーはリアルタイムで変動します。capacity-optimized戦略では、
リアルタイムのキャパシティーデータを調べ、可用性の最も高いプールを予測することで、そのプー
ルから スポットインスタンス を自動的に起動します。これは、ビッグデータと分析、画像とメディア
レンダリング、機械学習などのワークロードに適しています。また、作業の再開とチェックポイント
設定に関連する中断に伴うコストが高くなる可能性がある高パフォーマンス コンピューティングにも
適しています。中断の可能性を低くすることにより、capacity-optimized 戦略ではワークロード
の全体的なコストを削減できます。
または、capacity-optimized-prioritized分配戦略を使用し、起動テンプレートのオーバーラ
イドのリスト内のインスタンスタイプの順序を、優先順位の高いものから順番に (リストの最初から最
後まで) 設定することもできます。Amazon EC2 Auto Scaling は、ベストエフォートベースでインス
タンスタイプの優先順位を尊重しますが、まずはキャパシティーに合わせて最適化します。これは、
中断の可能性を最小限に抑える必要があるワークロードに適したオプションですが、適切なインスタ
ンスタイプを設定することも重要です。
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lowest-price
Amazon EC2 Auto Scaling は、指定した N 個 のアベイラビリティーゾーンあたりのプールのうち、最
低料金のスポットインスタンス プールからスポットインスタンスを割り当てます。
たとえば、4 つのインスタンスタイプと 4 つのアベイラビリティーゾーンを指定した場合、Auto
Scaling グループは、最大 16 個 (各アベイラビリティーゾーンに 4 個) のスポットプールにアクセスで
きます。配分戦略で 2 つのスポットプール (N = 2) を指定した場合、Auto Scaling グループは、アベイ
ラビリティーゾーンあたり 2 つの最安価なプールを引き出し、スポットキャパシティーを満たすこと
ができます。
Amazon EC2 Auto Scalingは、ベストエフォート方式で指定した N 個のプールからスポットインスタ
ンスを、引き出そうとすることにご注意ください。希望するキャパシティーを満たす前にプールにス
ポットキャパシティーの残量がなくなった場合、Amazon EC2 Auto Scaling は次の最も安価なプール
のキャパシティーを利用してリクエストを満たします。希望するキャパシティーを確実に満たすため
に、スポットインスタンスが、指定した N 個を超えるプールから割り当てられることがあります。ま
た、ほとんどのプールにスポットキャパシティーがない場合には、指定した N 個より少ないプールか
ら希望するキャパシティーのすべてが割り当てられることがあります。
まずは、capacity-optimized 配分戦略を選択し、アプリケーションに適した少数のインスタンスタイ
プを指定することをお勧めします。さらに、インスタンスの起動時に Amazon EC2 Auto Scaling が選択す
るアベイラビリティーゾーンの範囲を定義できます。
オプションで、スポットインスタンスの上限価格を指定できます。上限価格を指定しない場合、デフォル
トの上限価格はオンデマンド価格ですが、スポットインスタンスによって提供される大幅な割引は引き続
き受けられます。これらの割引が可能なのは、新しいスポット料金モデルを使用して適用されるスポット
料金が安定しているためです。
スポットインスタンスの配分戦略の詳細については、AWSブログの[Amazon EC2 スポットインスタンス
のキャパシティー最適化配分戦略の紹介]を参照してください。

オンデマンドインスタンス
Amazon EC2 Auto Scaling では、オンデマンドインスタンスに使用できる、以下の配分戦略を提供してい
ます。
lowest-price
Amazon EC2 Auto Scaling は、現在のオンデマンド料金に基づき、各アベイラビリティーゾーンで最
も安価なインスタンスタイプを自動的にデプロイします。
必要なキャパシティーによっては、希望のキャパシティーを満たすために、各アベイラビリティー
ゾーンで複数のタイプのオンデマンドインスタンスを受け取る場合があります。

Note
現状、スケールインイベントの期間中に終了ポリシー (p. 241)を実装している場合
は、Amazon EC2 Auto Scaling はオンデマンドインスタンスに対して、lowest-price 配分
戦略を遵守しません。
prioritized
Amazon EC2 Auto Scaling グループは、起動テンプレートのリスト内でのインスタンスタイプの優
先度を使用して、オンデマンドキャパシティーを満たすときに最初に使用するインスタンスタイプ
を決定します。たとえば、3 つの起動テンプレートの優先度を c5.large、c4.large、c3.large
と指定したとします。オンデマンドインスタンスが起動されると、Auto Scaling グループは
c5.large、c4.large、c3.largeの順でオンデマンドキャパシティーを満たします。
オンデマンドインスタンスの優先順位を管理する場合は、次の点を考慮してください。
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Savings Plans またはリザーブドインスタンスを使用して、オンデマンドインスタンスの大幅な割引を
受けるために、使用料を前払いでお支払いいただけます。Savings Plans またはリザーブドインスタン
スの詳細については、「Amazon EC2 料金表」ページを参照してください。
• リザーブドインスタンスでは、Amazon EC2 Auto Scaling が一致するインスタンスタイプを起動す
ると、通常のオンデマンドインスタンス コストの割引料金が適用されます。つまり、c4.large
の未使用のリザーブドインスタンスがある場合、インスタンスタイプの優先順位を設定して、
リザーブドインスタンスの最も高い優先順位を c4.large インスタンスタイプに付与できま
す。c4.large インスタンスが起動すると、リザーブドインスタンスの料金が発生します。
• Savings Plans では、Amazon EC2 Instance Savings Plans または Compute Savings Plans を使用
する場合、通常のオンデマンドインスタンス コストの割引料金が適用されます。Savings Plans に
は柔軟性があるため、インスタンスタイプの優先順位付けの柔軟性が高まります。Savings Plan で
カバーされているインスタンスタイプを使用する限り、任意の順序で優先順位を設定でき、場合に
よってはその順序を完全に変更することもできます。また、Savings Plan によって提供される割引
料金が適用され続けます。Savings Plans の詳細については、[Savings Plans ユーザーガイド] を参
照してください。

オンデマンドインスタンスの割合を制御する
オンデマンドインスタンスとして起動される Auto Scaling グループのインスタンスの割合を完全にコン
トロールできます。インスタンスキャパシティーを常に確保するために、オンデマンドインスタンスと
して起動されるグループのインスタンスの割合を指定できます。また、オプションで、起動されるオン
デマンドインスタンスのベース数を指定することもできます。オンデマンドインスタンスのベースキャパ
シティーを指定することを選択した場合、Amazon EC2 Auto Scaling グループがスケールアウトしたと
きに、このベースキャパシティーのオンデマンドインスタンスを起動した後にのみ、Amazon EC2 Auto
Scaling グループがスポットインスタンスを起動します。ベースキャパシティーを超える場合、オンデマン
ドインスタンスの割合を使用して、起動するオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの数が決
まります。オンデマンドインスタンスの割合には、0 から 100 までの任意の数を指定できます。
Amazon EC2 Auto Scaling は、その割合を同等のインスタンス数に変換します。結果によって小数値がで
る場合、Amazon EC2 Auto Scaling はオンデマンドインスタンスを優先して次の整数に切り上げられま
す。
サイズを増やす際の Auto Scaling グループの動作は以下のようになります。

例: スケーリング動作
インスタンスの分
散

購入オプション全体における実行中のインスタンスの合計数
10

20

30

40

On-Demand base:
10

10

10

10

10

On-Demand
percentage above
base: 50%

0

5

10

15

Spot percentage:
50%

0

5

10

15

0

0

0

0

例1

例2
On-Demand base:
0
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インスタンスの分
散

購入オプション全体における実行中のインスタンスの合計数

On-Demand
percentage above
base: 0%

0

0

0

0

Spot percentage:
100%

10

20

30

40

On-Demand base:
0

0

0

0

0

On-Demand
percentage above
base: 60%

6

12

18

24

Spot percentage:
40%

4

8

12

16

On-Demand base:
0

0

0

0

0

On-Demand
percentage above
base: 100%

10

20

30

40

Spot percentage:
0%

0

0

0

0

On-Demand base:
12

10

12

12

12

On-Demand
percentage above
base: 0%

0

0

0

0

Spot percentage:
100%

0

8

18

28

例3

例4

例5

スポットインスタンスのベストプラクティス
スポットインスタンスをリクエストする Auto Scaling グループを作成する前に、[Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド] の [EC2 スポットを利用するうえでのベストプラクティス] を参照してくだ
さい。リクエストを計画するときにこれらのベストプラクティスを使用して、できるだけ低価格でインス
タンスのタイプをプロビジョニングできるようにします。また、次のことをお勧めします。
• オンデマンド価格であるデフォルトの上限料金を使用します。起動するスポットインスタンスのスポッ
ト価格のみを支払います。スポット価格が上限価格以下である場合、リクエストが落札されるかどうか
は可用性によります。詳細については、[Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド.] の [コス
トと削減] を参照してください。
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• 複数のインスタンスタイプを使用する Auto Scaling グループを作成します。キャパシティーはアベイラ
ビリティーゾーンのインスタンスタイプごとに個別に変動するため、インスタンスタイプの柔軟性が高
ければ、通常、より多くのコンピューティング性能を得られます。
• 同様に、最もよく使用されているインスタンスタイプだけに制限しないでください。価格は長期の需要
に基づいて調整されます。そのため、よく使用されているインスタンスタイプ (最近開始されたインス
タンスファミリーなど) の料金はより調整が大きくなる傾向があります。使用されることが少なくなっ
た旧世代のインスタンスタイプを選択すると、コストが下がり、中断が少なくなる傾向があります。
• capacity-optimizedまたはcapacity-optimized-prioritized配分戦略を使用することをお勧
めします。つまり、Amazon EC2 Auto Scaling は、利用可能なスポットキャパシティーに基づいて最適
に選択されたスポットプールを使用してインスタンスを起動するので、スポットの中断の可能性を減ら
すことができます。
• lowest-price配分戦略を選択してウェブサービスを実行する場合は、多数のスポットプール (例え
ば、N=10) を指定します。多数のスポットプールを指定すると、いずれかのアベイラビリティーゾーン
のプールが一時的に使用不可になったときのスポットインスタンスの中断の影響が抑えられます。バッ
チ[batch]処理や他のミッションクリティカルでないアプリケーションを実行している場合は、スポット
プール数をより少なく、たとえば N = 2 に指定できます。これにより、アベイラビリティーゾーンあた
りで使用可能な最低価格のスポットプールからのみ、スポットインスタンスを確実にプロビジョニング
できます。
上限価格を指定する場合は、AWS CLI または SKD を使用して Auto Scaling グループを作成しますが、注
意が必要です。上限価格が選択したインスタンスタイプのスポット料金より低い場合、スポットインスタ
ンス は起動されません。

前提条件
起動テンプレートを作成する。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成す
る (p. 22)」を参照してください。
起動テンプレートの使用に必要なアクセス許可があることを確認してください。起動テンプレートを使用
すると、ec2:RunInstances アクセス許可がチェックされます。起動テンプレートで IAM ロールを指定
している場合は、iam:PassRole アクセス許可もチェックされます。詳細については、「起動テンプレー
トのサポート (p. 361)」を参照してください。

スポットインスタンスとオンデマンドインスタンスを
使用して Auto Scaling グループを作成する (コンソー
ル)
次の手順を実行して、スケールできるスポットインスタンスとオンデマンドインスタンスのフリートを作
成します。
作業を開始する前に、「前提条件 (p. 58)」で説明されている通りに起動テンプレートが作成されている
ことを確認してください。
起動テンプレートがまだスポットインスタンスをリクエストしていないことを確認します。

スポットインスタンスとオンデマンドインスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成する
には
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
画面の上部のナビゲーションバーで、起動テンプレートを作成したときに使用したのと同じ AWS
リージョン を選択します。
[Auto Scaling グループの作成] を選択します。
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4.

Choose launch template or configuration のページで、以下を実行します。
a.

Auto Scaling グループ名に

Auto Scaling グループの名前を入力します。

b.

[起動テンプレート] で、既存の起動テンプレートを選択します。

c.

[起動テンプレートのバージョン] で、スケールアウト時に Auto Scaling グループで使用する起動
テンプレートのバージョン (デフォルト、最新、または特定のバージョン) を選択します。

d.

起動テンプレートが、使用する予定のすべてのオプションをサポートしていることを確認し、[次
へ] を選択します。

5.

[Network] (ネットワーク) の下にある [Choose instance launch options] (インスタンス起動オプション
を選択) ページで、[VPC] から VPC を選択します。Auto Scaling グループは、起動テンプレートで指
定したセキュリティグループと、同じ VPC 内に作成する必要があります。

6.

[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、指定した VPC 内のサ
ブネットを 1 つ以上選択します。複数のアベイラビリティーゾーンのサブネットを使用することで、
高可用性を得られます。詳細については、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事項 (p. 333)」
を参照してください。

7.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) で、[Override launch template] (起動テンプ
レートを上書きする)、[Manually add instance types] (インスタンスタイプを手動で追加する) と選択
します。

8.

9.

a.

[Instance types] (インスタンスタイプ)で、起動できるインスタンスのタイプを選択します。まず
はレコメンデーションを使用できます。

b.

(オプション) インスタンスタイプの順序を変更するには、矢印を使用します。優先度ベースの配
分戦略を選択している場合、インスタンスタイプを設定した順序によって起動の優先順位が設定
されます。

c.

(オプション) [インスタンスの重み付け (p. 70)] を使用するには、各インスタンスタイプ
に、Auto Scaling グループのキャパシティーに対してカウントされるインスタンスの量に対応す
る重みを付けます。

[Instance purchase options] (インスタンスの購入オプション) で、必要に応じて購入オプションを更新
して、スポットインスタンスを使用しているアプリケーションのコストを削減します。
a.

[Instances distribution] (インスタンスの分散) で、Auto Scaling グループで起動するスポットイン
スタンスに対するオンデマンドインスタンスの割合を指定します。アプリケーションが、ステー
トレスでフォールトトレラントであり、中断されるインスタンスを扱える場合は、より高い割合
のスポットインスタンスを指定できます。

b.

スポットインスタンスの起動を選択したかどうかに応じて、[Include On-Demand base capacity]
(オンデマンドのベースキャパシティーを含める) の横にあるチェックボックスをオンにできま
す。さらに、オンデマンドインスタンスが満たすべき、Auto Scaling グループの初期キャパシ
ティーの最小量を指定します。ベースキャパシティーを超える場合は、[Instances distribution] (イ
ンスタンスの分散) 設定を使用して、起動するオンデマンドインスタンスとスポットインスタン
スの数を決定します。

[Allocation strategies] (配分戦略) の [On-Demand allocation strategy] (オンデマンドの配分戦略) で、配
分戦略を選択します。

10. [Spot allocation strategy] (スポット配分戦略) で、配分戦略を選択します。[Capacity optimized] (キャ
パシティー最適化) の設定は、デフォルトのままにすることをお勧めします。デフォルトを維持しな
い場合は、[Lowest price (最低価格)] を選択し、最低価格のスポットインスタンスプールの数を入場
し、多様化します。
11. [キャパシティーの再調整] で、キャパシティーの再調整を有効にするか無効にするかを選択しま
す。詳細については、「キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処す
る (p. 286)」を参照してください。
12. [Next] を選択します。
または、残りはデフォルトのままにして、[Skip to Review (確認をスキップ)] を選択できます。
13. [Configure advanced options] (詳細オプションの設定) ページで、希望するオプションを設定
し、[Next] (次へ) を選択します。
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14. (オプション) [Configure group size and scaling policies (グループサイズとスケーリングポリシーの設
定)] ページで、次のオプションを設定し、[次へ] を選択します。
a.

[希望するキャパシティー] に、起動するインスタンスの初期数を入力します。この数値を最小
キャパシティーまたは最大キャパシティー制限の範囲外の値に変更する場合は、[最小キャパシ
ティー] または [最大キャパシティー] の値を更新する必要があります。詳細については、「Auto
Scaling グループにキャパシティーの制限を設定する (p. 125)」を参照してください。

b.

Auto Scaling グループのサイズを自動的に拡大縮小するには、[ターゲット追跡スケーリングポリ
シー] を選択し、指示に従います。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットト
ラッキングスケーリングポリシー (p. 139)」を参照してください。

c.

[Instance scale-in protection (インスタンスのスケールイン保護)] で、インスタンスのスケールイ
ン保護を有効にするかどうかを選択します。詳細については、「インスタンスのスケールイン保
護を使用する (p. 248)」を参照してください。

15. (オプション) 通知を受け取るには、[通知の追加] を選択し、通知を設定してから [次へ] を選択
します。詳細については、「Auto Scaling グループのスケール時に Amazon SNS 通知を受け取
る (p. 281)」を参照してください。
16. (オプション) タグを追加するには、[タグの追加] を選択し、各タグのタグキーと値を指定し、[次へ] を
選択します。詳細については、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」を
参照してください。
17. [Review (レビュー)]ページで、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループを作成)] を選択しま
す。

スポット配分戦略を設定する (AWS CLI)
以下の設定例では、さまざまなスポット割り当て戦略を使用してスポットインスタンスを起動する方法を
示しています。

Note
これらの例は、JSON または YAML でフォーマットされた設定ファイルの使用方法を示していま
す。AWS CLIバージョン 1 を使用する場合は、JSON 形式の設定ファイルを指定する必要があり
ます。AWS CLIバージョン 2 を使用する場合は、YAML または JSON のいずれかでフォーマット
された設定ファイルを指定できます。
例
• 例 1: capacity-optimized 割り当て戦略を使用して スポットインスタンス を起動する (p. 60)
• 例 2: capacity-optimized-prioritized 割り当て戦略を使用して スポットインスタンス を起動す
る (p. 62)
• 例 3: 2つのプール間での lowest-price 配分戦略を使用してスポットインスタンスを起動する (p. 64)

例 1: capacity-optimized 割り当て戦略を使用して スポット
インスタンス を起動する
次の [create-auto-scaling-group] コマンドは、以下を指定する Auto Scaling グループを作成します。
• オンデマンドインスタンスとして起動するグループの割合 (0) とオンデマンドインスタンスの初期の
ベース数 (1)
• 優先度に従って起動するインスタンスタイプ
(c5.large、c5a.large、m5.large、m5a.large、c4.large、m4.large、c3.large、m3.large)
• インスタンスを起動するサブネット (subnet-5ea0c127、subnet-6194ea3b、subnetc934b782)。それぞれ異なるアベイラビリティーゾーンに対応
• 起動テンプレート (my-launch-template) とそのバージョン ($Default)
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Amazon EC2 Auto Scaling がオンデマンドキャパシティーを満たそうとするとき、まず c5.large インス
タンスタイプを起動します。スポットインスタンスは、スポットインスタンスのキャパシティーに基づい
て、各アベイラビリティーゾーンの最適なスポットプールから取得されます。

JSON
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Default"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.large"
},
{
"InstanceType": "c5a.large"
},
{
"InstanceType": "m5.large"
},
{
"InstanceType": "m5a.large"
},
{
"InstanceType": "c4.large"
},
{
"InstanceType": "m4.large"
},
{
"InstanceType": "c3.large"
},
{
"InstanceType": "m3.large"
}
]
},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandBaseCapacity": 1,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"

YAML
または、以下の[create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、JSON ファイルの代わりに Auto Scaling
グループの唯一のパラメータとして YAML ファイルを参照して、Auto Scaling グループを作成できます。
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aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml

次は、config.yaml ファイルの例です。
--AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateName: my-launch-template
Version: $Default
Overrides:
- InstanceType: c5.large
- InstanceType: c5a.large
- InstanceType: m5.large
- InstanceType: m5a.large
- InstanceType: c4.large
- InstanceType: m4.large
- InstanceType: c3.large
- InstanceType: m3.large
InstancesDistribution:
OnDemandBaseCapacity: 1
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 0
SpotAllocationStrategy: capacity-optimized
MinSize: 1
MaxSize: 5
DesiredCapacity: 3
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782

例 2: capacity-optimized-prioritized 割り当て戦略を使
用して スポットインスタンス を起動する
次の [create-auto-scaling-group] コマンドは、以下を指定する Auto Scaling グループを作成します。
• オンデマンドインスタンスとして起動するグループの割合 (0) とオンデマンドインスタンスの初期の
ベース数 (1)
• 優先度に従って起動するインスタンスタイプ
(c5.large、c5a.large、m5.large、m5a.large、c4.large、m4.large、c3.large、m3.large)
• インスタンスを起動するサブネット (subnet-5ea0c127、subnet-6194ea3b、subnetc934b782)。それぞれ異なるアベイラビリティーゾーンに対応
• 起動テンプレート (my-launch-template) とそのバージョン ($Latest)
Amazon EC2 Auto Scaling がオンデマンドキャパシティーを満たそうとするとき、まず c5.large イン
スタンスタイプを起動します。Amazon EC2 Auto Scaling がスポットキャパシティーを満たそうとすると
き、ベストエフォートベースでインスタンスタイプの優先順位を尊重しますが、まずはキャパシティーに
合わせて最適化します。

JSON
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
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"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.large"
},
{
"InstanceType": "c5a.large"
},
{
"InstanceType": "m5.large"
},
{
"InstanceType": "m5a.large"
},
{
"InstanceType": "c4.large"
},
{
"InstanceType": "m4.large"
},
{
"InstanceType": "c3.large"
},
{
"InstanceType": "m3.large"
}
]

},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandBaseCapacity": 1,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
}

}

},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"

YAML
または、以下の[create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、JSON ファイルの代わりに Auto Scaling
グループの唯一のパラメータとして YAML ファイルを参照して、Auto Scaling グループを作成できます。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml

次は、config.yaml ファイルの例です。
--AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateName: my-launch-template
Version: $Default
Overrides:
- InstanceType: c5.large
- InstanceType: c5a.large
- InstanceType: m5.large
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- InstanceType: m5a.large
- InstanceType: c4.large
- InstanceType: m4.large
- InstanceType: c3.large
- InstanceType: m3.large
InstancesDistribution:
OnDemandBaseCapacity: 1
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 0
SpotAllocationStrategy: capacity-optimized-prioritized
MinSize: 1
MaxSize: 5
DesiredCapacity: 3
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782

例 3: 2つのプール間での lowest-price 配分戦略を使用してス
ポットインスタンスを起動する
次の [create-auto-scaling-group] コマンドは、以下を指定する Auto Scaling グループを作成します。
• オンデマンドインスタンスとして起動するグループの割合 (50)。オンデマンドインスタンスの初期の
ベース数は指定しない
• 優先度に従って起動するインスタンスタイプ
(c5.large、c5a.large、m5.large、m5a.large、c4.large、m4.large、c3.large、m3.large)
• インスタンスを起動するサブネット (subnet-5ea0c127、subnet-6194ea3b、subnetc934b782)。それぞれ異なるアベイラビリティーゾーンに対応
• 起動テンプレート (my-launch-template) とそのバージョン ($Latest)
Amazon EC2 Auto Scaling がオンデマンドキャパシティーを満たそうとするとき、まず c5.large インス
タンスタイプを起動します。スポットキャパシティーについては、Amazon EC2 Auto Scaling は、各アベ
イラビリティーゾーンで 2 つの最低価格のプールのスポットインスタンスを均等に起動しようとします。

JSON
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.large"
},
{
"InstanceType": "c5a.large"
},
{
"InstanceType": "m5.large"
},
{
"InstanceType": "m5a.large"
},
{
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},
{
},
{
},
{
}

"InstanceType": "c4.large"
"InstanceType": "m4.large"
"InstanceType": "c3.large"
"InstanceType": "m3.large"

]
},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
"SpotAllocationStrategy": "lowest-price",
"SpotInstancePools": 2
}

}

},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"

YAML
または、以下の[create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、JSON ファイルの代わりに Auto Scaling
グループの唯一のパラメータとして YAML ファイルを参照して、Auto Scaling グループを作成できます。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml

次は、config.yaml ファイルの例です。
--AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateName: my-launch-template
Version: $Default
Overrides:
- InstanceType: c5.large
- InstanceType: c5a.large
- InstanceType: m5.large
- InstanceType: m5a.large
- InstanceType: c4.large
- InstanceType: m4.large
- InstanceType: c3.large
- InstanceType: m3.large
InstancesDistribution:
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 50
SpotAllocationStrategy: lowest-price
SpotInstancePools: 2
MinSize: 1
MaxSize: 5
DesiredCapacity: 3
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782

Note
その他の例については、インスタンスタイプに異なる起動テンプレートを指定す
る (p. 66)、Amazon EC2 Auto Scaling のインスタンスの重み付けを設定する (p. 70)、キャ
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パシティーの再調整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処する (p. 286)、を参照して
ください。

Auto Scaling グループが正しく設定されているかどう
か、およびグループがインスタンスを起動したことを
確認する (AWS CLI)
Auto Scaling グループが正しく設定され、インスタンスが起動しているかどうかをチェックするには、
[Auto Scaling グループの説明] のコマンドを使用します。混合インスタンスのポリシーとサブネットのリ
ストが存在し、正しく設定されていることを確認します。インスタンスが起動した場合は、インスタンス
とそのステータスのリストが表示されます。インスタンスの起動によるスケーリング アクティビティを表
示するには、[スケーリング アクティビティを記述] のコマンドを使用します。進行中および最近完了した
スケーリングをモニタリングできます。

上書きを設定する
オーバーライドは、起動テンプレートのプロパティに加える変更です。Amazon EC2 Auto Scaling では、
インスタンスタイプ プロパティへのオーバーライドがサポートされています。これにより、複数のインス
タンスタイプを指定できます。そのためには、Overrides 構造を混合インスタンスポリシーに追加しま
す。
Overrides構造では、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの起動に使用できる一連のパラメータを
定義できます。これには以下が含まれます。
• InstanceType ― インスタンスタイプ。利用可能なインスタンスタイプの詳細については、[Linux イン
スタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイド] の [インスタンスタイプ] を参照してください。
• LaunchTemplateSpecification ― （オプション）個々のインスタンスタイプの起動テンプレート。
このプロパティは現在、AWS CLIまたは SDK に限定されており、コンソールからは利用できません。
• WeightedCapacity ― （オプション）Auto Scaling グループの希望するキャパシティーを満たすため
に、このタイプのプロビジョニングされたインスタンスによって提供されるユニットの数。1 つのイン
スタンスタイプにウェイト値を指定する場合は、すべてのインスタンスタイプにウェイト値を指定する
必要があります。

Note
インスタンスタイプのリストを指定する代わりに、Auto Scaling グループが使用するインスタン
スタイプの、選択の基準となるインスタンス属性のセットを指定できます。これは属性ベース
のインスタンスタイプの選択と呼ばれます。詳細については、「Using attribute-based instance
type selection (p. 76)」 (属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する) を参照してくだ
さい。
目次
• インスタンスタイプに異なる起動テンプレートを指定する (p. 66)
• Amazon EC2 Auto Scaling のインスタンスの重み付けを設定する (p. 70)

インスタンスタイプに異なる起動テンプレートを指定する
Overrides構造では、新規または既存の Auto Scaling グループの個々のインスタンスタイプに新しい起動
テンプレートを定義することを許可します。例えば、インスタンスタイプのアーキテクチャでグループの
残りの部分とは異なる AMI が必要な場合は、互換性のある AMI で起動テンプレートを指定する必要があ
ります。
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コンピューティング集約型アプリケーション用に Auto Scaling グループを設定し、C5、C5a、C6g のイ
ンスタンスタイプを混在させたいとします。ただし、C6g インスタンスの特徴は64 ビット Arm アーキ
テクチャに基づく AWS Graviton プロセッサ、C5 および C5a インスタンスは 64 ビットインテル x86 プ
ロセッサ上で動作します。C5 インスタンスの AMI は C5a インスタンスで動作し、その逆も動作します
が、C6g インスタンスでは動作しません。Overridesプロパティを使用すると、C6g インスタンスには
異なる起動テンプレートを含め、C5 および C5a インスタンスには同じ起動テンプレートを使用すること
ができます。

Note
現在、この特徴はAWS CLIまたは SDK を使用している場合のみ利用可能で、コンソールからは
利用できません。
目次
• インスタンスタイプの起動テンプレートを追加または変更する (AWS CLI) (p. 67)

インスタンスタイプの起動テンプレートを追加または変更する (AWS CLI)
以下の手順では、AWS CLIを使用して Auto Scaling グループを設定して、1 つ以上のインスタンスタイプ
がグループの残りの部分とは異なる起動テンプレートを使用するようにします。

新しい Auto Scaling グループを作成して設定するには
1.

混合インスタンスのポリシー構造を指定し、Overrides構造を含む設定ファイルを作成します。
以下は、JSON形式の設定ファイルの例の内容です。これは、c5.large、c5a.large、およ
びc6g.largeのインスタンスタイプを指定し、c6g.largeのインスタンスタイプに新しい起動テ
ンプレートを定義することで、適切な AMI を使用して Arm インスタンスを起動することを保証しま
す。Amazon EC2 Auto Scalingは、インスタンスタイプの順序を使用して、オンデマンドキャパシ
ティーを満たすときに最初に使用するインスタンスタイプを決定します。
{

"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateName":"my-launch-template-for-x86",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c6g.large",
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
"Version": "$Latest"
}
},
{
"InstanceType":"c5.large"
},
{
"InstanceType":"c5a.large"
}
]
},
"InstancesDistribution":{
"OnDemandBaseCapacity": 1,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
},
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}

2.

"MinSize":1,
"MaxSize":5,
"DesiredCapacity":3,
"VPCZoneIdentifier":"subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
"Tags":[ ]

次の [create-auto-scaling-group] コマンドを使用し、Auto Scaling グループの唯一のパラメータとして
JSON ファイルを参照します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

既存の Auto Scaling グループのインスタンスタイプの起動テンプレートを変更するには
•

次の [update-auto-scaling-group] コマンドを使用し、Overrides構造を通すことによってインスタン
スタイプに別の起動テンプレートを指定できます。
この変更を行うと、起動される新しいインスタンスは新しい設定に基づいていますが、既存のイン
スタンスは影響を受けません。Auto Scaling グループが新しい設定を使用していることを確認するに
は、インスタンスの更新を開始するか、インスタンスの最大有効期間の特徴を使用して、グループ内
のすべてのインスタンスを置き換えることができます。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

}

"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c6g.large",
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
"Version": "$Latest"
}
},
{
"InstanceType":"c5.large"
},
{
"InstanceType":"c5a.large"
}
]
}
}

Auto Scaling グループの起動テンプレートを確認するには
•

次の [説明-auto-scaling-group] コマンドを使用し、現在指定されている起動テンプレートを確認およ
び表示します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
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{

"AutoScalingGroups":[
{
"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"AutoScalingGroupARN":"arn",
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateId":"lt-0fb0e487336917fb2",
"LaunchTemplateName":"my-launch-template-for-x86",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
{
"InstanceType":"c6g.large",
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-09d958b8fb2ba5bcc",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
"Version": "$Latest"
}
},
{
"InstanceType":"c5.large"
},
{
"InstanceType":"c5a.large"
}
]
},
"InstancesDistribution":{
"OnDemandAllocationStrategy":"prioritized",
"OnDemandBaseCapacity":1,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity":50,
"SpotAllocationStrategy":"capacity-optimized"
}
},
"MinSize":1,
"MaxSize":5,
"DesiredCapacity":3,
"Instances":[
{
"InstanceId":"i-07c63168522c0f620",
"InstanceType":"c5.large",
"AvailabilityZone":"us-west-2c",
"LifecycleState":"InService",
"HealthStatus":"Healthy",
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateId":"lt-0fb0e487336917fb2",
"LaunchTemplateName":"my-launch-template-for-x86",
"Version":"1"
},
"ProtectedFromScaleIn":false
},
{
"InstanceId":"i-0b7ff78be9896a2c2",
"InstanceType":"c5.large",
"AvailabilityZone":"us-west-2a",
"LifecycleState":"InService",
"HealthStatus":"Healthy",
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateId":"lt-0fb0e487336917fb2",
"LaunchTemplateName":"my-launch-template-for-x86",
"Version":"1"
},
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}

]

}

"ProtectedFromScaleIn":false
},
{
"InstanceId":"i-0c682c2ceae918bc0",
"InstanceType":"c6g.large",
"AvailabilityZone":"us-west-2b",
"LifecycleState":"InService",
"HealthStatus":"Healthy",
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateId":"lt-09d958b8fb2ba5bcc",
"LaunchTemplateName":"my-launch-template-for-arm",
"Version":"1"
},
...

Amazon EC2 Auto Scaling のインスタンスの重み付けを設定する
複数のインスタンスタイプを起動するように Auto Scal グループを設定する場合、オプションで [インス
タンスの重み付け] を使用して、各インスタンスからグループのキャパシティーに割り当てる希望のキャパ
シティーのキャパシティーユニット数を定義できます。これにより、アプリケーションのパフォーマンス
に直接マップする方法で、各インスタンスタイプの相対的な重みを指定できます。たとえば、特定のアプ
リケーションのニーズに合わせて、たとえば必要なコア (vCPU) またはメモリ (GiB) に応じて、インスタ
ンスに重みを付けることができます。
たとえば、少なくとも 8 個の vCPU と 15 GiB の RAM で最高のパフォーマンスを発揮する、コンピュー
ティング集約型のアプリケーションを実行するとします。基本単位として c5.2xlarge を使用する場合、
以下の EC2 インスタンスタイプのいずれかがアプリケーションのニーズを満たします。

インスタンスタイプの例
インスタンスタイプ

vCPU

メモリ (GiB)

c5.2xlarge

8

16

c5.4xlarge

16

32

c5.12xlarge

48

96

c5.18xlarge

72

144

c5.24xlarge

96

192

デフォルトでは、すべてのインスタンスタイプは同じ重みとして扱われます。つまり、Amazon EC2 Auto
Scaling がラージかスモールインスタンス タイプで起動するかどうかにかわらず、各インスタンスはグ
ループの希望するキャパシティーに対してカウントされます。
ただし、インスタンスの重み付けでは、各インスタンスタイプに関連付けるキャパシティーの単位数を数
値で指定します。例えば、インスタンスのサイズが異なる場合、c5.2xlarge インスタンスには 2 の重
みを付け、c5.4xlarge (2 倍大きい) インスタンスには 4 の重みを付けます。次に、Amazon EC2 Auto
Scaling によってインスタンスが起動されると、それらの重みが希望するキャパシティーに対してカウント
されます。
目次
• ユニット時間あたりの価格 (p. 71)
• 考慮事項 (p. 71)
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• Auto Scaling グループの重みの追加または変更 (p. 72)
• 追加情報 (p. 76)

ユニット時間あたりの価格
以下の表では、米国東部 (バージニア北部、オハイオ) の異なるアベイラビリティーゾーンでのスポットイ
ンスタンスの時間単位の使用料金と、同じリージョンでのオンデマンドインスタンスの使用料金を比較し
ています。ここで示している料金は例であり、現在の料金ではありません。これらはインスタンス時間単
位のコストです。

例: インスタンス時間単位のスポット料金
インスタンスタ us-east-1a
イプ

us-east-1b

us-east-1c

オンデマンド料金

c5.2xlarge

0.180 USD

0.191 USD

0.170 USD

0.34 USD

c5.4xlarge

0.341 USD

0.361 USD

0.318 USD

0.68 USD

c5.12xlarge

0.779 USD

0.777 USD

0.777 USD

2.04 USD

c5.18xlarge

1.207 USD

1.475 USD

1.357 USD

3.06 USD

c5.24xlarge

1.555 USD

1.555 USD

1.555 USD

4.08 USD

インスタンスの重み付けにより、時間単位の使用料金に基づいてコストを評価できます。時間単位の使用
料金はインスタンスタイプの料金をその単位となる時間数で割って決定できます。オンデマンドインスタ
ンスの場合、時間単位の使用料金は、1 つのインスタンスタイプをデプロイするときと、異なるサイズの
同じインスタンスタイプをデプロイするときで同じです。一方、時間単位のスポット料金はスポットプー
ルによって異なります。
時間単位の使用料金の計算が重み付きインスタンスでどのように機能するかを理解するには、例を使用す
るのが最も簡単な方法です。たとえば、計算が容易になるように、スポットインスタンスを us-east-1a で
のみ起動するとします。時間単位の使用料金を以下に示します。

例: 時間単位のスポット料金
インスタンスタイ
プ

us-east-1a

インスタンスの重
み

ユニット時間あたりの価格

c5.2xlarge

0.180 USD

2

0.090 USD

c5.4xlarge

0.341 USD

4

0.085 USD

c5.12xlarge

0.779 USD

12

0.065 USD

c5.18xlarge

1.207 USD

18

0.067 USD

c5.24xlarge

1.555 USD

24

0.065 USD

考慮事項
このセクションでは、インスタンスの重み付けを効果的に実装する際の重要な考慮事項について説明しま
す。
• まず、アプリケーションの実際のパフォーマンス要件を反映するいくつかのインスタンスタイプを選択
します。次に、各インスタンスタイプの重みを指定することで、Auto Scaling グループの希望するキャ
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パシティーに対してカウントされるインスタンスの量を決定します。重みは、グループ内の現在および
今後のインスタンスに適用されます。
• 選択する重みの範囲が広すぎる場合は注意してください。たとえば、インスタンスタイプの重みに 1 を
指定し、次に大きいインスタンスタイプの重みに 200 を指定することはお勧めしません。最小の重み
と最大の重みの差が極端にならないようにしてください。インスタンスタイプの重みの差が大きすぎる
と、進行中のコストパフォーマンスの最適化に悪影響を与える可能性があります。
• Auto Scaling グループのサイズは、インスタンス単位ではなくキャパシティー単位で測定されます。た
とえば、重みが vCPU に基づいている場合、必要なコアの希望する数、最小数、最大数を指定する必要
があります。
• 重みと希望するキャパシティーを設定して、希望するキャパシティーが最大キャパシティーの少なくと
も 2 〜 3 倍になるようにします。
インスタンスの重み付けに関連して、以下の新しい動作が導入されました。
• 現在のキャパシティーは、希望するキャパシティーと同じかそれ以上になります。Amazon EC2 Auto
Scaling は、希望するキャパシティーが完全に満たされるまでインスタンスをプロビジョンするた
め、キャパシティー超過になることがあります。例えば、2 つのインスタンスタイプ c5.2xlarge と
c5.12xlarge を指定し、c5.2xlarge にインスタンスの重み 2 を割り当て、c5.12xlarge にインス
タンスの重み 12 を割り当てるとします。希望するキャパシティーを満たすためのキャパシティーが 5
単位分残っており、Amazon EC2 Auto Scaling が c5.12xlargeをプロビジョニングする場合、希望す
るキャパシティーは 7 単位分超えます。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスをプロビジョニングして希望するキャパシティーに達する
と、インスタンスをアベイラビリティーゾーン間に分散させます。オンデマンドおよびスポットインス
タンスの配分戦略を順守することが、キャパシティー超過を回避することよりも優先されます。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、優先される配分戦略を使用して、アベイラビリティーゾーン間のバラン
スを維持するために、最大キャパシティーの制限を超えることがあります。Amazon EC2 Auto Scaling
によって適用されるハード制限は、希望するキャパシティーに最大重みを加えた値になります。
既存のグループの重みを付けたり変更したりするときは、以下のことに注意してください。
• インスタンスの重みを既存の Auto Scaling グループに付けるときは、グループですでに実行されている
インスタンスタイプを含める必要があります。
• 既存のインスタンスの重みを変更すると、新しい重みに基づいて希望するキャパシティーに達するま
で、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを起動または終了します。
• インスタンスタイプを削除した場合、そのインスタンスタイプの削除後であっても、そのインスタンス
タイプの実行中のインスタンスは最後に更新された重み値を保持します。

Auto Scaling グループの重みの追加または変更
既存の Auto Scaling グループ、または作成時に新しい Auto Scaling グループに重みを追加できます。既存
の Auto Scaling グループを更新して、新しい設定オプション (スポット/オンデマンド使用方法、スポット
配分戦略、インスタンスタイプ) を定義することもできます。必要なスポットインスタンスまたはオンデ
マンドインスタンスの数を変更した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は新しい購入オプションに一致する
ように、既存のインスタンスを段階的に置き換えます。
インスタンスの重み付けを使用して Auto Scaling グループを作成する前に、複数のインスタンスタイプを
含むグループの起動を理解しておくことをお勧めします。詳細および追加の例については、「複数のイン
スタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照してください。
以下の例では、AWS CLI を使用して Auto Scaling グループを作成するときに重みを追加する方法、および
既存の Auto Scaling グループの重みの追加または変更する方法を示しています。JSON ファイルでさまざ
まなパラメータを設定し、その JSON ファイルを Auto Scaling グループの唯一のパラメータとして参照で
きます。
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作成時に Auto Scaling グループに重みを追加するには
•

[create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、新しい Auto Scaling グループを作成します。例え
ば、次のコマンドは新しい Auto Scaling グループを作成し、以下を指定してインスタンスに重み付け
を追加します。
• オンデマンドインスタンスとして起動するグループの割合 (0)
• 各アベイラビリティーゾーンのスポットインスタンスの配分戦略 (capacity-optimized)
• 優先度に従って起動するインスタンスタイプ (m4.16xlarge、m5.24xlarge)
• インスタンスタイプ間の相対的なサイズの違い (vCPU) に対応するインスタンスの重み (16、24)
• インスタンスを起動するサブネット (subnet-5ea0c127、subnet-6194ea3b、subnetc934b782)。それぞれ異なるアベイラビリティーゾーンに対応
• 起動テンプレート (my-launch-template) とそのバージョン ($Latest)

aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "m4.16xlarge",
"WeightedCapacity": "16"
},
{
"InstanceType": "m5.24xlarge",
"WeightedCapacity": "24"
}
]
},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
},
"MinSize": 160,
"MaxSize": 720,
"DesiredCapacity": 480,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
"Tags": []

既存の Auto Scaling グループの重みを追加または変更するには
•

[update-auto-scaling-group] コマンドを使用して、重みを追加または変更します。例えば、ここで示
すコマンドは、以下を指定して既存の Auto Scaling グループのインスタンスタイプに重みを追加しま
す。
• 優先度に従って起動するインスタンスタイプ
(c5.18xlarge、c5.24xlarge、c5.2xlarge、c5.4xlarge)
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• インスタンスタイプ間の相対的なサイズの違い (vCPU) に対応するインスタンスの重み
(18、24、2、4)
• 増やす新しい希望するキャパシティー (最大重みよりも大きい)

aws autoscaling update-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-existing-asg",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.18xlarge",
"WeightedCapacity": "18"
},
{
"InstanceType": "c5.24xlarge",
"WeightedCapacity": "24"
},
{
"InstanceType": "c5.2xlarge",
"WeightedCapacity": "2"
},
{
"InstanceType": "c5.4xlarge",
"WeightedCapacity": "4"
}
]
}
},
"MinSize": 0,
"MaxSize": 100,
"DesiredCapacity": 100

Auto Scaling グループの重みを確認するには
•

次の [describe-auto-scaling-groups] コマンドを使用して、重みを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"Overrides": [
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{
},
{

]

}

"InstanceType": "m4.16xlarge",
"WeightedCapacity": "16"
"InstanceType": "m5.24xlarge",
"WeightedCapacity": "24"

},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
"OnDemandBaseCapacity": 0,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}

}

]

}

},
"MinSize": 160,
"MaxSize": 720,
"DesiredCapacity": 480,
"DefaultCooldown": 300,
"AvailabilityZones": [
"us-west-2a",
"us-west-2b",
"us-west-2c"
],
"LoadBalancerNames": [],
"TargetGroupARNs": [],
"HealthCheckType": "EC2",
"HealthCheckGracePeriod": 0,
"Instances": [
{
"InstanceId": "i-027327f0ace86f499",
"InstanceType": "m5.24xlarge",
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LifecycleState": "InService",
"HealthStatus": "Healthy",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "7"
},
"ProtectedFromScaleIn": false,
"WeightedCapacity": "24"
},
{
"InstanceId": "i-0ec0d761cc134878d",
"InstanceType": "m4.16xlarge",
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LifecycleState": "Pending",
"HealthStatus": "Healthy",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "7"
},
"ProtectedFromScaleIn": false,
"WeightedCapacity": "16"
},
...
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追加情報
インスタンスの重み付けと配分戦略
配分戦略 (p. 54)によって、インスタンスが取得されるインスタンスプールを決定します。インスタンス
の重み付け機能を使用すると、他の Auto Scaling グループの場合とまったく同じように配分戦略が実行さ
れます。ただし lowest-price 戦略を使用する場合は、インスタンスプールの選択方法において、重要
な違いが 1 つあります。配分戦略で lowest-price を選択した場合、アベイラビリティーゾーンにおけ
るユニットあたりの料金が最も安いインスタンスプールから、インスタンスが取得されます。
例えば、vCPU の数の違いによって、複数のインスタンスタイプがある Auto Scaling グループがあるとし
ます。スポットとオンデマンドの配分戦略として lowest-price を使うとします。各インスタンスタイ
プの vCPU 数に基づいた重みの割り当てを選択する場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、フルフィルメン
トの時点で割り当てられた重みの値 (vCPU など) あたりの料金が最も低いインスタンスタイプを起動しま
す。スポットインスタンスの場合、これは vCPU あたりの最低スポット料金であることを意味します。オ
ンデマンドインスタンスの場合、これは vCPU あたりの最低オンデマンド料金であることを意味します。

インスタンスの重み付けとスポットの最大料金
AWS CLI または SDKを使用して Auto Scaling グループを作成する場合、SpotMaxPrice パラメータを指
定できます。このパラメータにより、スポットインスタンスの時間に対して支払うことになる最大の料金
が決定されます。デフォルトでは、これがオンデマンドの料金として設定されます。インスタンスの重み
付け指定機能を使用する場合、最大スポット料金は、インスタンス全体の最大料金ではなく、最大の単価
(vCPU あたりの料金など) を反映することに注意してください。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して
Auto Scaling グループを作成する
Auto Scaling グループを作成する際、Amazon EC2 インスタンスを設定するために必要な情報、そのイン
スタンスのアベイラビリティーゾーンと VPC サブネット、希望するキャパシティー、キャパシティー制限
の最小値と最大値を指定する必要があります。
混合インスタンスグループ (p. 53)の作成時に、インスタンスタイプを手動で選択する代わりに、コ
ンピューティング要件を記述しているインスタンス属性のセットを指定できます。Amazon EC2 Auto
Scaling がインスタンスを起動するとき、Auto Scaling グループで使用されるインスタンスタイプは、必要
なインスタンス属性と一致している必要があります。これは属性ベースのインスタンスタイプの選択と呼
ばれます。
Auto Scaling グループまたは起動テンプレートは、インスタンス上で実行しようとするアプリケーション
に必要なメモリのキャパシティーと、コンピューティング能力とを含む、インスタンスの属性を指定しま
す。さらに、Auto Scaling グループまたは起動テンプレートでは、スポットインスタンスとオンデマンド
インスタンスに対して料金保護のしきい値が 2 つ 指定されており、必要に応じてカスタマイズできます。
これにより Amazon EC2 Auto Scaling では、必要のない場合に、より高価なインスタンスタイプが起動す
ることのないようにできます。
このアプローチは、コンテナやビッグデータ、CI/CD など、柔軟にインスタンスタイプを使用するワーク
ロードとフレームワークに最適です。
属性ベースのインスタンスタイプを選択すると、次の利点があります。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、幅広いインスタンスタイプからスポットインスタンスを選択して起動で
きます。これは、インスタンスタイプに対して柔軟であるという、スポットのベストプラクティスを満
たしています。これにより、Amazon EC2 スポットサービスが必要なコンピューティング性能を見つ
け、割り当てられる機会に恵まれます。
• 利用可能なオプションの数が多いため、ワークロードに適したインスタンスタイプを見つけるには時間
がかかることがあります。インスタンスの属性を指定すると、混合インスタンスグループを設定すると
きに、インスタンスタイプを簡単に選択できます。
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• Auto Scaling グループは、リリースされた時点で、新しい世代のインスタンスタイプを使用できます。
要件に一致し、かつ Auto Scaling グループのために選択した割り当て戦略にマッチする場合には、新し
い世代のインスタンスタイプが自動的に使用されます。
AWS Management Console、AWS CLI、または SDK 経由で、属性ベースのインスタンスタイプを選択で
きます。
起動テンプレートで属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する方法については、「Auto Scaling
グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)」を参照してください。SDK を使用して、Amazon EC2
Auto Scaling API 呼び出しでパラメータを渡して属性ベースのインスタンスタイプの選択を設定する方法
については、「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」 (Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス)
の「InstanceRequirements」を参照してください。
属性ベースのインスタンスタイプの選択について、詳細は AWS ブログの「Attribute-Based Instance Type
Selection for EC2 Auto Scaling and EC2 Fleet」 (EC2 Auto Scaling および EC2 フリートにおける属性ベー
スのインスタンスタイプの選択) を参照してください。
目次
• 考慮事項 (p. 77)
• 前提条件 (p. 78)
• 属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する (p. 78)
• 制約事項 (p. 82)

考慮事項
属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する場合に考慮すべき点は、次のとおりです。
• ほとんどの汎用的なワークロードでは、必要な vCPU とメモリの数を指定すれば十分です。高度なユー
スケースでは、ストレージのタイプ、ネットワークインターフェイス、CPU の製造元、アクセラレー
ターのタイプなどの属性を指定できます。
• デフォルトでは、Auto Scaling グループで希望するキャパシティー値を、インスタンスの数として設定
します。属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する場合は、オプションで vCPU の数またはメ
モリーの総量として希望するキャパシティータイプを指定できます。次に、Amazon EC2 Auto Scaling
によってインスタンスが起動されると、それらの vCPU の数またはメモリーの総量が希望するキャパシ
ティーに対してカウントされます。Amazon EC2 Auto Scaling コンソールでグループを作成する場合、
この設定は[Configure group size and scaling policies] (グループサイズとスケーリングポリシーを設定す
る) ページの[Group size] (グループサイズ) セクションに表示されます。この機能は、インスタンスの重
み付け (p. 70)機能の代わりに使えます。
• インスタンスを起動することなくコンピューティング要件に一致するインスタンスタイプをプレビュー
でき、必要に応じて要件を調整できます。Amazon EC2 Auto Scaling コンソールで Auto Scaling グ
ループを作成すると、[Choose instance launch options] (インスタンス起動オプションを選択) ページの
[Preview matching instance types] (一致するインスタンスタイプのプレビュー) セクションに、インスタ
ンスタイプのプレビューが表示されます。
• または、AWS CLI か SDK を使用して Amazon EC2 GetInstanceTypesFromInstanceRequirements API
コールを実行し、インスタンスタイプをプレビューすることもできます。Auto Scaling グループの作成
または更新のリクエストの中で、正しい形式で InstanceRequirements パラメーターを渡します。詳
細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「指定された属性でインスタ
ンスタイプをプレビューする」を参照してください。

料金保護について理解する
料金保護は、Auto Scaling グループのインスタンスタイプ間で、極端に料金に差が発生することを防ぐ機
能です。新しい Auto Scaling グループを作成するか、属性ベースのインスタンスタイプを選択して既存の
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Auto Scaling グループを更新すると、料金保護がデフォルトで有効になります。オプションで、スポット
インスタンスとオンデマンドインスタンスの料金保護のしきい値を選択できます。指定したしきい値より
も料金が高いインスタンスタイプは、Amazon EC2 Auto Scaling では選択されません。しきい値は、絶対
値ではなく、ベースラインを上回るパーセンテージで定義された、お支払いの希望額を表します。ベース
ラインは、指定した属性を持つ最も低コストの現行世代 M、C、R インスタンスタイプの料金によって決
定されます。M、C、または R のいずれのインスタンスタイプにも属性が一致しない場合、最低料金のイ
ンスタンスタイプが使用されます。
しきい値を指定しなかった場合、デフォルトで次のものが使用されます。
• オンデマンドインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 20% に設定されます。
• スポットインスタンスの場合、料金保護のしきい値は 100% に設定されます。
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールで Auto Scaling グループを作成するときにこれらの値を更新する
場合には、[Choose instance launch options] (インスタンス起動オプションを選択) ページで、[Additional
instance attributes] (追加のインスタンス属性) ドロップダウンリストから希望する料金保護属性を選択し、
テキストボックスに属性の値を入力するか、属性値を選択します。コンソールから Auto Scaling グループ
を編集するか、AWS CLI または SDK から関連するパラメータを渡すことで、これらの値をいつでも更新
できます。

Note
希望する容量タイプをvCPUまたはメモリ GiB に設定した場合、料金保護のしきい値は、インス
タンスごとの料金ではなく、vCPU 単位またはメモリあたりの料金に基づいて適用されます。

前提条件
Amazon マシンイメージ (AMI) やセキュリティグループなどの EC2 インスタンスの起動に必要なパラメー
タを含む、起動テンプレートを作成します。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレー
トを作成する (p. 22)」を参照してください。
起動テンプレートの使用に必要なアクセス許可があることを確認してください。起動テンプレートを使用
すると、ec2:RunInstances アクセス許可がチェックされます。起動テンプレートで IAM ロールを指定
している場合は、iam:PassRole アクセス許可もチェックされます。詳細については、「起動テンプレー
トのサポート (p. 361)」を参照してください。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用する
以下の手順は、属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する方法
の説明です。
• インスタンスを起動する起動テンプレートを指定します。
• Auto Scaling グループを起動する VPC とサブネットを選択します。
• 起動テンプレートの既存のインスタンスタイプ要件を新しい要件で上書きするオプションを選択しま
す。
• vCPU、メモリ、およびストレージなどのコンピューティング要件に一致するインスタンス属性を指定
します。
• 起動するオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの割合を指定します。
• Amazon EC2 Auto Scaling が可能なインスタンスタイプからオンデマンドとスポットのキャパシティー
を満たす方法を決定する割り当て戦略を選択します。
• グループサイズを指定します。これには、最小キャパシティー、最大キャパシティー、希望する容量、
および測定単位が含まれます。
作業を開始する前に、「前提条件 (p. 78)」で説明されている通りに起動テンプレートが作成されている
ことを確認してください。
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起動テンプレートがまだスポットインスタンスをリクエストしていないことを確認します。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して、Auto Scaling グループを作成するには (コン
ソール)
1.
2.
3.
4.
5.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
画面の上部のナビゲーションバーで、起動テンプレートを作成したときに使用したのと同じ AWS
リージョン を選択します。
[Auto Scaling グループの作成] を選択します。
[起動テンプレートまたは起動設定を選択する] ページで [Auto Scaling グループ名] にAuto Scaling グ
ループの名前を入力します。
起動テンプレートを選択するには、以下の手順を実行します。
a.

[起動テンプレート] で、既存の起動テンプレートを選択します。

b.

[起動テンプレートのバージョン] で、スケールアウト時に Auto Scaling グループで使用する起動
テンプレートのバージョン (デフォルト、最新、または特定のバージョン) を選択します。

c.
6.

起動テンプレートが、使用する予定のすべてのオプションをサポートしていることを確認し、[次
へ] を選択します。
インスタンスを起動する VPC とサブネットを選択するには、以下の手順を実行します。
a.
b.

7.

[Network] (ネットワーク) の下にある [Choose instance launch options] (インスタンス起動オプ
ションを選択) ページで、[VPC] から VPC を選択します。Auto Scaling グループは、起動テンプ
レートで指定したセキュリティグループと、同じ VPC 内に作成する必要があります。
[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、指定した VPC 内
のサブネットを 1 つ以上選択します。複数のアベイラビリティーゾーンのサブネットを使用する
ことで、高可用性を得られます。詳細については、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事
項 (p. 333)」を参照してください。

属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用するようにグループを設定するには、以下の手順を実
行します。
a.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) で、[Override launch template] (起動テ
ンプレートを上書きする) を選択します。

Note

b.

c.

要件が既に含まれている起動テンプレートを選択した場合は、起動テンプレートで定義
された設定 (vCPU およびメモリなど) が、使用する属性として自動的に入力されます。
これらの属性は、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから必要に応じていつでも更新
できます。
[Specify instance attributes] (インスタンスの属性を指定する) で、まず vCPU とメモリの要件を入
力します。
• vCPUs (vCPU): コンピューティング要件に対応する vCPU の最小数と最大数を入力します。そ
れに関して制限がないことを示すには、[No minimum] (最小値なし) または [No maximum] (最
大値なし) チェックボックスをオンにします。
• [Memory (MiB)] (メモリの量 (MiB)): コンピューティング要件に対応する最小メモリ量と最大メ
モリ量を MiB 単位で入力します。それに関して制限がないことを示すには、[No minimum] (最
小値なし) または [No maximum] (最大値なし) チェックボックスをオンにします。
(オプション) コンピューティング要件をより詳細に表現するには、[Additional instance attributes]
(その他のインスタンス属性) で[Add attribute] (属性の追加) を選択します。ここで選択する属性と
値によって、起動できるインスタンスタイプがさらに細かく定義されます。
サポートされるすべての属性に関する詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API
Reference」(Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス) の「InstanceRequirements」を参照し
てください。
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d.

[Preview matching instance types] (一致するインスタンスタイプのプレビュー)で、vCPU、メモ
リ、ストレージなど、指定されたコンピューティング要件に一致するインスタンスタイプを確認
します。

e.

[Instance purchase options] (インスタンスの購入オプション) の [Instances distribution] (インスタ
ンスの分散) で、オンデマンドインスタンスとスポットインスタンスとして起動されるグループ
の割合をそれぞれ指定します。アプリケーションが、ステートレスでフォールトトレラントであ
り、中断されるインスタンスを扱える場合は、より高い割合のスポットインスタンスを指定でき
ます。

f.

スポットインスタンスの割合を指定するときは、[Include On-Demand base capacity] (オンデマン
ドベース容量を含める) の横にあるチェックボックスをオンにすることができます。その後、オ
ンデマンドインスタンスによって満たされる必要がある Auto Scaling グループの最小初期キャパ
シティーを指定します。ベースキャパシティーを超える場合は、[Instances distribution] (インスタ
ンスの分散) 設定を使用して、起動するオンデマンドインスタンスとスポットインスタンスの数
を決定します。

g.

[Allocation strategies] (配分戦略) の[Lowest price] (最低価格) は、[On-Demand allocation strategy]
(オンデマンドの配分戦略) によって自動的に選択され、変更できません。

h.

[Spot allocation strategy] (スポット配分戦略) で、配分戦略を選択します。[Capacity optimized]
(キャパシティー最適化) の設定は、デフォルトのままにすることをお勧めします。デフォルトを
維持しない場合は、[Lowest price (最低価格)] を選択し、最低価格のスポットインスタンスプール
の数を入場し、多様化します。

i.

[キャパシティーの再調整] で、キャパシティーの再調整を有効にするか無効にするかを選択しま
す。
スポットインスタンスの割合を選択した場合は、キャパシティーの再調整を使用して、スポット
の中断によってスポットインスタンスが間もなく終了されるというシナリオに、自動化を通じて
対応することができます。詳細については、「キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2
スポットの中断に対処する (p. 286)」を参照してください。

j.
8.

9.

終了したら、[Next] (次へ) を2 回選択して [Configure group size and scaling policies] (グループサ
イズとスケーリングポリシーを設定する) ページに移動します。

[Configure group size and scaling policies] (グループサイズとスケーリングポリシーを設定する) ス
テップでは、以下の手順を実行します。
a.

希望する容量をインスタンス以外の単位で測定する場合は、[Desired capacity type] (希望する容
量タイプ) に適切なオプションを選択します。[Units] (ユニット)、[vCPUs]、および [Memory GiB]
(メモリ GiB) がサポートされています。デフォルトで、Amazon EC2 Auto Scaling は [Units] (ユ
ニット) を指定します。これはインスタンスの数になります。

b.

[Desired capacity] (希望するキャパシティー) に Auto Scaling グループの初期サイズを入力し、
必要に応じて、[Minimum capacity] (最小キャパシティー) と [Maximum capacity] (最大キャパシ
ティー) を制限します。詳細については、「Auto Scaling グループにキャパシティーの制限を設定
する (p. 125)」を参照してください。

c.

(オプション) ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用してスケールするようにグループを設
定するには、この時点でスケーリングポリシーを指定する、またはグループの作成後に指定する
オプションがあります。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットトラッキン
グスケーリングポリシー (p. 139)」を参照してください。

d.

(オプション) スケールインするときに Auto Scaling グループがインスタンスを終了しないように
するには、インスタンスのスケールイン保護を有効にします。詳細については、「インスタンス
のスケールイン保護を使用する (p. 248)」を参照してください。

e.

完了したら、[次へ] を選択します。

(オプション) グループがスケールするときに通知を受け取るには、[Add notification] (通知の追加) で通
知を設定してから、[Next] (次へ) を選択します。詳細については、「Auto Scaling グループのスケー
ル時に Amazon SNS 通知を受け取る (p. 281)」を参照してください。

10. (オプション) タグを追加するには、[タグの追加] を選択し、各タグのタグキーと値を指定し、[次へ] を
選択します。詳細については、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」を
参照してください。
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11. [Review (レビュー)]ページで、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループを作成)] を選択しま
す。

例: 属性ベースのインスタンスタイプの選択を使用して、Auto
Scaling グループを作成する (AWS CLI)
コマンドラインを使用して、属性ベースのインスタンスタイプを選択した Auto Scaling グループを作成す
るには、次の create-auto-scaling-group コマンドを使用します。
次のインスタンス属性が指定されています。
• VCpuCount — インスタンスタイプには、4 個以上、最大 8 個の vCPU が必要です。
• MemoryMiB – インスタンスタイプには最低 16384 MiB のメモリが必要です。
• CpuManufacturers — インスタンスタイプには、インテル製の CPU が必要です。

JSON
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次は、config.json ファイルの例です。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DesiredCapacityType": "units",
"MixedInstancesPolicy": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Default"
},
"Overrides": [{
"InstanceRequirements": {
"VCpuCount": {"Min": 4, "Max": 8},
"MemoryMiB": {"Min": 16384},
"CpuManufacturers": ["intel"]
}
}]
},
"InstancesDistribution": {
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
},
"MinSize": 0,
"MaxSize": 100,
"DesiredCapacity": 4,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"

vCPU の数またはメモリーの総量として、希望するキャパシティー値を設定するには、ファイルで
"DesiredCapacityType": "vcpu" または "DesiredCapacityType": "memory-mib" を指定しま
す。希望するキャパシティータイプのデフォルトは units で、これはインスタンスの数を、希望するキャ
パシティー値として設定します。

YAML
または、以下の[create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、JSON ファイルの代わりに Auto Scaling
グループの唯一のパラメータとして YAML ファイルを参照して、Auto Scaling グループを作成できます。
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aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml

次は、config.yaml ファイルの例です。
--AutoScalingGroupName: my-asg
DesiredCapacityType: units
MixedInstancesPolicy:
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateName: my-launch-template
Version: $Default
Overrides:
- InstanceRequirements:
VCpuCount:
Min: 2
Max: 4
MemoryMiB:
Min: 2048
CpuManufacturers:
- intel
InstancesDistribution:
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 50
SpotAllocationStrategy: capacity-optimized
MinSize: 0
MaxSize: 100
DesiredCapacity: 4
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782

vCPU の数またはメモリーの総量として、希望するキャパシティー値を設定するには、ファイルで
DesiredCapacityType: vcpu または DesiredCapacityType: memory-mib を指定します。希望す
るキャパシティータイプのデフォルトは units で、これはインスタンスの数を、希望するキャパシティー
値として設定します。

制約事項
• 属性ベースのインスタンスタイプの選択は、起動テンプレートを使用する Auto Scaling グループに対し
てのみ設定できます。
• 既に Auto Scaling グループがあり、インスタンスタイプを必要なインスタンス属性に置き換えようとす
る場合、オンデマンドの配分戦略は lowest-price である必要があります。prioritized 配分戦略
を使用するには、続けてインスタンスタイプを手動で追加し、優先順位を付ける必要があります。さら
にスポット配分戦略は、capacity-optimized または lowest-price のいずれかである必要があり
ます。capacity-optimized-prioritized 配分戦略を使用するには、インスタンスタイプを手動で
追加し、優先順位を付ける必要があります。

起動テンプレートを使用して Auto Scaling グルー
プを作成する
Auto Scaling グループを作成する際、Amazon EC2 インスタンスを設定するために必要な情報、そのイン
スタンスのアベイラビリティーゾーンと VPC サブネット、希望するキャパシティー、キャパシティー制限
の最小値と最大値を指定する必要があります。
Auto Scaling グループによって起動される Amazon EC2 インスタンスを設定するには、起動テンプレート
または起動設定を指定します。次の手順では、起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成
する方法を説明します。
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グループの作成後に EC2 インスタンスの設定を更新するには、起動テンプレートの新しいバージョンを
作成します。Auto Scaling グループの起動テンプレートを変更すると、以後、新しいインスタンスは新し
い設定オプションを使用して起動されますが、既存のインスタンスは影響を受けません。既存のインス
タンスを更新するには、これらのインスタンスを終了して Auto Scaling グループに置き換えるか、Auto
Scaling で終了ポリシー (p. 238)に基づき古いインスタンスを新しいインスタンスに徐々に置き換えま
す。

Note
Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスを置き換えて、新しい起動テンプレートを使用
する、新しいインスタンスを起動することもできます。詳細については、「Auto Scaling インス
タンスを置き換える (p. 101)」を参照してください。

前提条件
• 起動テンプレートを作成しておく必要があります。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テ
ンプレートを作成する (p. 22)」を参照してください。
• 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するための IAM アクセス許可が必要です。
起動テンプレートを使用すると、ec2:RunInstances アクセス許可がチェックされます。起動テンプ
レートで IAM ロールを指定している場合は、iam:PassRole アクセス許可もチェックされます。詳細
については、「起動テンプレートのサポート (p. 361)」を参照してください。

起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、起動テンプレートを作成したときに使用したのと同じ AWS
リージョン を選択します。

3.

[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

4.

Choose launch template or configuration のページで、以下を実行します。
a.

Auto Scaling グループ名に

Auto Scaling グループの名前を入力します。

b.

[起動テンプレート] で、既存の起動テンプレートを選択します。

c.

[起動テンプレートのバージョン] で、スケールアウト時に Auto Scaling グループで使用する起動
テンプレートのバージョン (デフォルト、最新、または特定のバージョン) を選択します。

d.

起動テンプレートが、使用する予定のすべてのオプションをサポートしていることを確認し、[次
へ] を選択します。

5.

[Network] (ネットワーク) の下にある [Choose instance launch options] (インスタンス起動オプション
を選択) ページで、[VPC] から VPC を選択します。Auto Scaling グループは、起動テンプレートで指
定したセキュリティグループと、同じ VPC 内に作成する必要があります。

6.

(サブネット)、[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、指定し
た VPC 内のサブネットを 1 つ以上選択します。複数のアベイラビリティーゾーンのサブネットを使
用することで、高可用性を得られます。詳細については、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事
項 (p. 333)」を参照してください。

7.

指定したインスタンスタイプを使用して起動テンプレートを作成した場合は、次の手順に進み、起動
テンプレートのインスタンスタイプを使用する Auto Scaling グループを作成できます。
または、起動テンプレートでインスタンスタイプが指定されていない場合や、Auto Scaling に複数の
インスタンスタイプを使用する場合は、[Override launch template] (起動テンプレートを上書きする)
オプションを選択できます。詳細については、「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用
する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照してください。

8.

[Next] (次へ) を選択して、次のステップに進みます。
または、残りはデフォルトのままにして、[Skip to Review (確認をスキップ)] を選択できます。
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9.

(オプション) [詳細オプションの設定] ページで、次のオプションを設定し、[次へ] を選択します。
a.

Amazon EC2 インスタンスをロードバランサーに登録するには、既存のロードバランサーを選択
するか、新しいロードバランサーを作成します。詳細については、「Elastic Load Balancing を
使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる (p. 298)」
を参照してください。新しいロードバランサーを作成するには、Amazon EC2 Auto Scaling コン
ソールから Application Load Balancer または Network Load Balancer を設定する (p. 302) の手
順に従ってください。

b.

Elastic Load Balancing (ELB) ヘルスチェックを有効にするには、[ヘルスチェック] で、[ヘルス
チェックのタイプ] の [ELB] を選択します。ロードバランシングを有効にする場合、これらのヘル
スチェックはオプションです。

c.

[Health check grace period] (ヘルスチェックの猶予期間) で、インスタンスが InService 状態に
なってから、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの Elastic Load Balancing ヘルスステー
タスをチェックするまでの時間を入力します。詳細については、「Auto Scaling グループにヘル
スチェックの猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。

d.

[Additional settings] (追加設定)、[Monitoring] (モニタリング) で、CloudWatch グループメトリク
スの収集を有効にするかどうかを選択します。これらのメトリクスは、終了インスタンス数や
保留中のインスタンスの数など、潜在的な問題の指標となる測定値を提供します。詳細について
は、「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスを監視する (p. 269)」を
参照してください。

e.

[Enable default instance warmup] (インスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする) でこ
のオプションを選択し、アプリケーションのウォームアップ時間を選択します。スケーリングポ
リシーを持つ Auto Scaling グループを作成している場合は、インスタンスのデフォルトウォーム
アップ機能によって、動的スケーリングに使用される Amazon CloudWatch メトリクスが改善さ
れます。詳細については、「Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォーム
アップを設定する (p. 155)」を参照してください。

10. (オプション) [Configure group size and scaling policies (グループサイズとスケーリングポリシーの設
定)] ページで、次のオプションを設定し、[次へ] を選択します。
a.

[希望するキャパシティー] に、起動するインスタンスの初期数を入力します。この数値を最小
キャパシティーまたは最大キャパシティー制限の範囲外の値に変更する場合は、[最小キャパシ
ティー] または [最大キャパシティー] の値を更新する必要があります。詳細については、「Auto
Scaling グループにキャパシティーの制限を設定する (p. 125)」を参照してください。

b.

Auto Scaling グループのサイズを自動的に拡大縮小するには、[ターゲット追跡スケーリングポリ
シー] を選択し、指示に従います。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットト
ラッキングスケーリングポリシー (p. 139)」を参照してください。

c.

[Instance scale-in protection (インスタンスのスケールイン保護)] で、インスタンスのスケールイ
ン保護を有効にするかどうかを選択します。詳細については、「インスタンスのスケールイン保
護を使用する (p. 248)」を参照してください。

11. (オプション) 通知を受け取るには、[通知の追加] を選択し、通知を設定してから [次へ] を選択
します。詳細については、「Auto Scaling グループのスケール時に Amazon SNS 通知を受け取
る (p. 281)」を参照してください。
12. (オプション) タグを追加するには、[タグの追加] を選択し、各タグのタグキーと値を指定し、[次へ] を
選択します。詳細については、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」を
参照してください。
13. [Review (レビュー)]ページで、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループを作成)] を選択しま
す。

コマンドラインを使用して Auto Scaling グループを作成するには
以下のコマンドのいずれかを使用できます。
• create-auto-scaling-group (AWS CLI)
• New-ASAutoScalingGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)
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起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成
する
Auto Scaling グループを作成する際、Amazon EC2 インスタンスを設定するために必要な情報、そのイン
スタンスのアベイラビリティーゾーンと VPC サブネット、希望するキャパシティー、キャパシティー制限
の最小値と最大値を指定する必要があります。

Important
Amazon EC2 インスタンスを設定するときは、起動テンプレートまたは起動設定を指定できま
す。Amazon EC2 Auto Scaling および Amazon EC2 の最新機能を使用できるように、起動テン
プレートを使用することをお勧めします。詳細については、「起動テンプレートを使用して Auto
Scaling グループを作成する (p. 82)」を参照してください。
次の手順では、起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成する方法を説明します。起動設定は作成
後に変更することはできませんが、Auto Scaling グループの起動設定を置き換えることはできます。詳細
については、「Auto Scaling グループの起動設定を変更する (p. 49)」を参照してください。
前提条件
起動設定を作成しておく必要があります。詳細については、「起動設定を作成する (p. 41)」を参照してく
ださい。

起動設定 (コンソール) を使用して Auto Scaling グループを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、起動設定を作成したときに使用したのと同じ AWS リージョン
を選択します。

3.

[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

4.

[起動テンプレートまたは起動設定を選択する] ページで [Auto Scaling グループ名] にAuto Scaling グ
ループの名前を入力します。

5.

起動設定を選択するには、次の手順を実行します。
a.

[Launch template] (起動テンプレート) で、[Switch to launch configuration] (起動設定に切り替え
る) を選択します。

b.

[起動設定] で、既存の起動設定を選択します。

c.

起動設定が、使用する予定のすべてのオプションをサポートしていることを確認し、[次へ] を選
択します。

6.

(設定の構成)、[Configure instance launch options] (インスタンス起動オプションの設定) ページの
[Network] (ネットワーク) にある [VPC] で、VPC を選択します。Auto Scaling グループは、起動設定
で指定したセキュリティグループと、同じ VPC 内に作成する必要があります。

7.

(サブネット)、[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、指定し
た VPC 内のサブネットを 1 つ以上選択します。複数のアベイラビリティーゾーンのサブネットを使
用することで、高可用性を得られます。詳細については、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事
項 (p. 333)」を参照してください。

8.

[Next] を選択します。
または、残りはデフォルトのままにして、[Skip to Review (確認をスキップ)] を選択できます。

9.

(オプション) [詳細オプションの設定] ページで、次のオプションを設定し、[次へ] を選択します。
a.

Amazon EC2 インスタンスをロードバランサーに登録するには、既存のロードバランサーを選択
するか、新しいロードバランサーを作成します。詳細については、「Elastic Load Balancing を
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使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる (p. 298)」
を参照してください。新しいロードバランサーを作成するには、Amazon EC2 Auto Scaling コン
ソールから Application Load Balancer または Network Load Balancer を設定する (p. 302) の手
順に従ってください。
b.

Elastic Load Balancing (ELB) ヘルスチェックを有効にするには、[ヘルスチェック] で、[ヘルス
チェックのタイプ] の [ELB] を選択します。ロードバランシングを有効にする場合、これらのヘル
スチェックはオプションです。

c.

[Health check grace period] (ヘルスチェックの猶予期間) で、インスタンスが InService 状態に
なってから、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの Elastic Load Balancing ヘルスステー
タスをチェックするまでの時間を入力します。詳細については、「Auto Scaling グループにヘル
スチェックの猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。

d.

[Additional settings] (追加設定)、[Monitoring] (モニタリング) で、CloudWatch グループメトリク
スの収集を有効にするかどうかを選択します。これらのメトリクスは、終了インスタンス数や
保留中のインスタンスの数など、潜在的な問題の指標となる測定値を提供します。詳細について
は、「Auto Scaling グループとインスタンスの CloudWatch メトリクスを監視する (p. 269)」を
参照してください。

e.

[Enable default instance warmup] (インスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする) でこ
のオプションを選択し、アプリケーションのウォームアップ時間を選択します。スケーリングポ
リシーを持つ Auto Scaling グループを作成している場合は、インスタンスのデフォルトウォーム
アップ機能によって、動的スケーリングに使用される Amazon CloudWatch メトリクスが改善さ
れます。詳細については、「Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォーム
アップを設定する (p. 155)」を参照してください。

10. (オプション) [Configure group size and scaling policies (グループサイズとスケーリングポリシーの設
定)] ページで、次のオプションを設定し、[次へ] を選択します。
a.

[希望するキャパシティー] に、起動するインスタンスの初期数を入力します。この数値を最小
キャパシティーまたは最大キャパシティー制限の範囲外の値に変更する場合は、[最小キャパシ
ティー] または [最大キャパシティー] の値を更新する必要があります。詳細については、「Auto
Scaling グループにキャパシティーの制限を設定する (p. 125)」を参照してください。

b.

Auto Scaling グループのサイズを自動的に拡大縮小するには、[ターゲット追跡スケーリングポリ
シー] を選択し、指示に従います。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットト
ラッキングスケーリングポリシー (p. 139)」を参照してください。

c.

[Instance scale-in protection (インスタンスのスケールイン保護)] で、インスタンスのスケールイ
ン保護を有効にするかどうかを選択します。詳細については、「インスタンスのスケールイン保
護を使用する (p. 248)」を参照してください。

11. (オプション) 通知を受け取るには、[通知の追加] を選択し、通知を設定してから [次へ] を選択
します。詳細については、「Auto Scaling グループのスケール時に Amazon SNS 通知を受け取
る (p. 281)」を参照してください。
12. (オプション) タグを追加するには、[タグの追加] を選択し、各タグのタグキーと値を指定し、[次へ] を
選択します。詳細については、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」を
参照してください。
13. [Review (レビュー)]ページで、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループを作成)] を選択しま
す。

コマンドラインを使用して Auto Scaling グループを作成するには
以下のコマンドのいずれかを使用できます。
• create-auto-scaling-group (AWS CLI)
• New-ASAutoScalingGroup (AWS Tools for Windows PowerShell)
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既存のインスタンスからのパラメータを使用して
Auto Scaling グループを作成する
Important
このトピックは、起動設定を使用した Auto Scaling グループの作成にのみ適用されます。起動設
定に関する情報は、起動設定から起動テンプレートにまだ移行していないお客様向けに提供して
います。
Auto Scaling グループを初めて作成する場合は、コンソールを使用して、既存の EC2 インスタン
スから起動テンプレートを作成することをお勧めします。次に、起動テンプレートを使用して新
しい Auto Scaling グループを作成します。詳しい手順については、「Amazon EC2 起動ウィザー
ドを使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 91)」を参照してください。
次の手順は、他のインスタンスを起動するためのベースとして使用する、既存のインスタンスを指定し
て Auto Scaling グループを作成する方法を示しています。EC2 インスタンスを作成するには、Amazon
Machine Image (AMI) ID、インスタンスタイプ、キーペア、セキュリティグループなど、複数のパラメー
タが必要です。Amazon EC2 Auto Scaling では、スケーリングが必要な場合にユーザーに代わってインス
タンスを起動するために、これらの情報もすべて使われます。この情報は、起動テンプレートまたは起動
設定のいずれかに保存されます。
既存インスタンスを指定すると、同時に作成された起動設定に基づいて、Amazon EC2 Auto Scaling がイ
ンスタンスを起動する Auto Scaling グループを作成します。新しい起動設定には Auto Scaling グループと
同じ名前がついていて、インスタンスからの特定の設定についての詳細が含まれます。
次の設定詳細は、特定のインスタンスから起動設定にコピーされます。
• AMI ID
• インスタンスタイプ
• キーペア
• セキュリティグループ
• IP アドレスタイプ (パブリックまたはプライベート)
• IAM インスタンスプロファイル (該当する場合)
• モニタリング (true または false)
• EBS 最適化 (true または false)
• VPC（共有または専用）に起動する場合は、テナンシー設定
• 該当する場合は、カーネル ID および RAM ディスク ID
• ユーザーデータ (指定された場合)
• スポット (最大) 料金
次の設定の詳細は、特定のインスタンスからはコピーされません。
• ストレージ: ブロックデバイス (EBS ボリュームとインスタンスストアボリューム) は、特定のインスタ
ンスからコピーされません。代わりに、AMI 作成の一部として作成されたブロックデバイスマッピング
によって、使用されるデバイスが決まります。
• ネットワークインターフェイスの数: ネットワークインターフェイスは、特定のインスタンスからコピー
されません。代わりにデフォルト設定を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling が、プライマリネット
ワークインターフェイス (eth0) であるネットワークインターフェイスを 1 つ作成します。
• インスタンスメタデータオプション: アクセス可能なメタデータ、メタデータのバージョン、およ
びトークンレスポンスのホップ制限の設定は、特定のインスタンスからコピーされません。代わり
に、Amazon EC2 Auto Scaling はデフォルト設定を使用します。詳細については、「インスタンスメタ
データオプションの設定 (p. 43)」を参照してください。
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• ロードバランサー: 識別されたインスタンスが 1 つ以上のロードバランサーに登録されている場合、こ
のロードバランサーの情報は新しい Auto Scaling グループのロードバランサーあるいはターゲットグ
ループ属性にコピーされません。
• タグ: 特定されたインスタンスにタグが指定されている場合、そのタグは新しい Auto Scaling グループ
の Tags 属性にはコピーされません。
新しい Auto Scaling グループは、特定されたインスタンスが配置されているのと同じアベイラビリティー
ゾーン、VPC、およびサブネットに、インスタンスを起動します。
特定されたインスタンスがプレイスメントグループ内にある場合、新しい Auto Scaling グループは、特定
されたインスタンスと同じプレイスメントグループ内でインスタンスを起動します。起動設定ではプレイ
スメントグループの指定が許可されないため、プレイスメントグループは新しい Auto Scaling グループの
PlacementGroup 属性にコピーされます。

前提条件
EC2 インスタンスは以下の基準を満たす必要があります。
• インスタンスは、Auto Scaling グループを作成するサブネットおよびアベイラビリティーゾーン内にあ
ります。
• インスタンスは他の Auto Scaling グループのメンバーではありません。
• インスタンスが running 状態であること。
• インスタンスの起動に使用した AMI は引き続き存在している必要があります。

EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループ
を作成する (コンソール)
EC2 インスタンスから Auto Scaling グループを作成するには
1.
2.
3.
4.

5.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
ナビゲーションペインの [Instances] (インスタンス) で [Instances] (インスタンス) を選択してから、
インスタンスを選択します。
[Actions]、[Instance Settings]、[Attach to Auto Scaling Group] の順に選択します。
[Attach to Auto Scaling group (Auto Scaling グループ にアタッチ)] ページで、[Auto Scaling Group (新
しい Auto Scaling Group)] を選択し、そのグループの名前を入力して、[Attach (アタッチ)] を選択しま
す。
アタッチされたインスタンスは、Auto Scaling グループの一部と見なされます。新しい Auto Scaling
グループは、Auto Scaling グループに指定したものと同じ名前で、新しい起動設定を使用して作成さ
れます。Auto Scaling グループには、目的の容量と 1 の最大サイズがあります。
(オプション) Auto Scaling グループの設定を編集するには、ナビゲーションペインの [Auto Scaling] で
[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択します。新しい Auto Scaling グループの横にあ
るチェックボックスをオンにし、グループリストの上にある [Edit (編集)] ボタンを選択します。必要
に応じて設定を変更し、[Update (更新)] を選択します。

EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループ
を作成する (AWS CLI)
この演習では、AWS CLI を使用して EC2 インスタンスから Auto Scaling グループを作成する方法をしま
す。

88

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
EC2 インスタンスを使用して Auto
Scaling グループを作成する (AWS CLI)

この手順では、Auto Scaling グループにインスタンスを追加しません。Auto Scaling グループを作成した
後、アタッチするインスタンスに attach-instances コマンドを実行する必要があります。
開始する前に、Amazon EC2 コンソールまたは describe-instances コマンドを使用して EC2 インスタンス
の ID を見つけます。

現在のインスタンスをテンプレートとして使用するには
•

以下の create-auto-scaling-group コマンドを使用して、EC2 インスタンスi-0e69cc3f05f825f4fか
ら Auto Scaling グループ、my-asg-from-instance を作成します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg-frominstance \
--instance-id i-0e69cc3f05f825f4f --min-size 1 --max-size 2 --desired-capacity 2

Auto Scaling グループがインスタンスを起動したことを確認するには
•

以下のdescribe-auto-scaling-group コマンドを使用して、Auto Scaling グループが正常に作成されたこ
とを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg-frominstance

次のレスポンスの例は、グループの希望するキャパシティーが 2 であり、グループには実行中のイン
スタンスが 2 つあり、起動設定の名前が my-asg-from-instance であることを示しています。
{

"AutoScalingGroups":[
{
"AutoScalingGroupName":"my-asg-from-instance",
"AutoScalingGroupARN":"arn",
"LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
"MinSize":1,
"MaxSize":2,
"DesiredCapacity":2,
"DefaultCooldown":300,
"AvailabilityZones":[
"us-west-2a"
],
"LoadBalancerNames":[ ],
"TargetGroupARNs":[ ],
"HealthCheckType":"EC2",
"HealthCheckGracePeriod":0,
"Instances":[
{
"InstanceId":"i-06905f55584de02da",
"InstanceType":"t2.micro",
"AvailabilityZone":"us-west-2a",
"LifecycleState":"InService",
"HealthStatus":"Healthy",
"LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
"ProtectedFromScaleIn":false
},
{
"InstanceId":"i-087b42219468eacde",
"InstanceType":"t2.micro",
"AvailabilityZone":"us-west-2a",
"LifecycleState":"InService",
"HealthStatus":"Healthy",
"LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
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}

}

]

}

"ProtectedFromScaleIn":false

],
"CreatedTime":"2020-10-28T02:39:22.152Z",
"SuspendedProcesses":[ ],
"VPCZoneIdentifier":"subnet-6bea5f06",
"EnabledMetrics":[ ],
"Tags":[ ],
"TerminationPolicies":[
"Default"
],
"NewInstancesProtectedFromScaleIn":false,
"ServiceLinkedRoleARN":"arn"

起動設定を表示するには
•

以下の describe-launch-configurations コマンドを使用して、起動設定の詳細を表示します。
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-asgfrom-instance

出力例を次に示します。
{

}

"LaunchConfigurations":[
{
"LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
"LaunchConfigurationARN":"arn",
"ImageId":"ami-0528a5175983e7f28",
"KeyName":"my-key-pair-uswest2",
"SecurityGroups":[
"sg-05eaec502fcdadc2e"
],
"ClassicLinkVPCSecurityGroups":[ ],
"UserData":"",
"InstanceType":"t2.micro",
"KernelId":"",
"RamdiskId":"",
"BlockDeviceMappings":[ ],
"InstanceMonitoring":{
"Enabled":true
},
"CreatedTime":"2020-10-28T02:39:22.321Z",
"EbsOptimized":false,
"AssociatePublicIpAddress":true
}
]

インスタンスを終了するには
•

必要がなくなった場合は、インスタンスを終了できます。以下の terminate-instances コマンドで、イ
ンスタンスを終了しますi-0e69cc3f05f825f4f。
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-0e69cc3f05f825f4f
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Amazon EC2 インスタンスを削除すると、再起動できなくなります。削除後、ボリュームに含まれる
データは消去され、ボリューム自体はどのインスタンスにもアタッチできなくなります。インスタン
スの終了の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスの
終了」を参照してください。

Amazon EC2 起動ウィザードを使用して Auto
Scaling グループを作成する
次の手順では、Amazon EC2 コンソールで [Launch instance] (インスタンスの作成) ウィザードを使用して
Auto Scaling グループを作成する方法を示します。このオプションでは、特定の設定が詳細に入力されて
いる起動テンプレートが、[Launch instance] (インスタンスの作成) ウィザードに自動的に入力されます。

Note
ウィザードは、指定したインスタンス数を Auto Scaling グループに設定しません。起動テンプ
レートには、Amazon マシンイメージ (AMI) の ID と、インスタンスタイプのみが設定されま
す。[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) ウィザードで、起動するインスタ
ンスの数を指定します。
AMI には、インスタンスの設定に必要な情報が含まれています。同じ設定で複数のインスタン
スが必要な場合は、1 つの AMI から複数のインスタンスを起動できます。Auto Scaling グループ
に属するインスタンスを再起動した場合に、インスタンスが終了しないように、既にアプリケー
ションがインストールされているカスタム AMI を使用することをお勧めします。Amazon EC2
Auto Scaling でカスタム AMI を使用するには、まずカスタマイズされたインスタンスから AMI を
作成し、次に AMI を使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する必要があり
ます。

前提条件
• Auto Scaling グループを作成する予定の場所と同じ AWS リージョン に、カスタム AMI を作成しておく
必要があります。詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Create
an AMI」 (AMI の作成) を参照してください。
• 起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成するための、また、インスタンス用の EC2
リソースを作成するための IAM アクセス許可が必要です。詳細については、「起動テンプレートのサ
ポート (p. 361)」を参照してください。

カスタム AMI をテンプレートとして使用するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

画面の上のナビゲーションバーに、現在の AWS リージョン が表示されます。Auto Scaling グループ
を起動するリージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[インスタンス] を選択します。

4.

[Launch instance] (インスタンスを起動) を選択してから、以下を実行します。
a.

[Name and tags] (名前とタグ) では、[Name] (名前) を空のままにしておきます。名前は、起動テ
ンプレートの作成に使用されるデータの 1 部ではありません。

b.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で、[Browse more AMIs] (その他の AMI を閲覧する) を選択して完全
な AMI カタログを参照します。

c.

[My AMIs] (自分の AMI) を選択して、作成した AMI を見つけてから、[Select] (選択) を選択しま
す。

d.

[Instance type] (インスタンスタイプ) でインスタンスタイプを選択します。
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Note
AMI の作成時に使用したものと同じインスタンスタイプを選択するか、より強力なイン
スタンスタイプを選択します。
e.

画面の右側にある [Summary] (概要) で、[Number of instances] (インスタンス数) に任意の数を
入力します。ここに入力する数値は重要ではありません。起動するインスタンスの数は、Auto
Scaling グループの作成時に指定します。
[Number of instances] (インスタンス数) フィールドの下に、[When launching more than 1
instance, consider EC2 Auto Scaling] (複数のインスタンスを起動する場合は、EC2 Auto Scaling
を検討してください) というメッセージが表示されます。

f.

ハイパーリンクテキストの [consider EC2 Auto Scaling] (EC2 Auto Scaling を検討してください)
を選択します。

g.

[Launch into Auto Scaling Group] (Auto Scaling グループに作成する) 確認ダイアログで [Continue]
(次へ) を選択して、インスタンス起動ウィザードで選択した AMI とインスタンスタイプが既に入
力されている [Create launch template] (起動テンプレートを作成) ページに移動します。

起動テンプレートの作成
[Continue] (続行) を選択すると、[Create launch template] (起動テンプレートの作成) ページが開きます。
起動テンプレートを作成するには、次の手順を実行します。詳細については、「起動テンプレートを作成
する (コンソール) (p. 22)」を参照してください。

起動テンプレートを作成するには
1.

[Launch template name and description] (起動テンプレート名と説明) で、新しい起動テンプレートの
名前と説明を入力します。

2.

(オプション) [Key pair (login)] (キーペア (ログイン)) と [Key pair name] (キーペア名) では、SSH など
を使用したインスタンスへの接続時での使用のために以前作成したキーペアの名前を選択します。

3.

(オプション) [Network settings] (セットワーク設定) の [Security groups] (セキュリティグループ) で
は、以前作成したセキュリティグループを 1 つ、または複数選択します。

4.

(オプション) [Configure storage] (ストレージを設定) で、ストレージ設定を更新します。デフォルト
のストレージ設定は AMI およびインスタンスタイプによって決まります。

5.

起動テンプレートの設定が終わったら、[Create launch template] (起動テンプレートの作成) を選択し
ます。

6.

確認ページで、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

Auto Scaling グループを作成する
Note
このトピックの残りの部分では、Auto Scaling グループ作成の基本的な手順について説明しま
す。Auto Scaling グループに設定できるパラメータの詳細については、「起動テンプレートを使
用して Auto Scaling グループを作成する (p. 82)」を参照してください。
[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) を選択すると、[Create Auto Scaling group]
(Auto Scaling グループの作成) ウィザードが開きます。Auto Scaling グループを作成するには、次の手順
を実行します。

Auto Scaling グループを作成する
1.

[Choose launch template or configuration (起動テンプレートまたは設定の選択)] ページで、Auto
Scaling グループの名前を入力します。
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2.

作成した起動テンプレートは、既に選択されています。
[起動テンプレートのバージョン] で、スケールアウト時に Auto Scaling グループで使用する起動テン
プレートのバージョン (デフォルト、最新、または特定のバージョン) を選択します。

3.

[Next] (次へ) を選択して、次のステップに進みます。

4.

[Network] (ネットワーク) の下にある [Choose instance launch options] (インスタンス起動オプション
を選択) ページで、[VPC] から VPC を選択します。Auto Scaling グループは、起動テンプレートで指
定したセキュリティグループと、同じ VPC 内に作成する必要があります。

Tip
起動テンプレートでセキュリティグループを指定しなかった場合、指定した VPC のデフォル
トのセキュリティグループを使用して、インスタンスが起動されます。デフォルトでは、こ
のセキュリティグループは外部ネットワークからのインバウンドトラフィックを許可しませ
ん。
5.

(サブネット)、[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、指定し
た VPC 内のサブネットを 1 つ以上選択します。

6.

[Next] (次へ) を2 回選択すると、[Configure group size and scaling policies] (グループサイズとスケー
リングポリシーの設定) ページへ移動します。

7.

[Group size] (グループサイズ) で、[Desired capacity] (希望するキャパシティー) (Auto Scaling グルー
プの作成直後に起動するインスタンスの初期数)、[Minimum capacity] (最小キャパシティー) (インスタ
ンスの最小数)、[Maximum capacity] (最大キャパシティー) (インスタンスの最大数) を定義します。

8.

[Skip to review] を選択します。

9.

[Review (レビュー)]ページで、[Create Auto Scaling group (Auto Scaling グループを作成)] を選択しま
す。

次のステップ
アクティビティ履歴を表示することによって、Auto Scaling グループが正しく作成されたことを確認でき
ます。[Activity] (アクティビティ) タブの [Activity history] (アクティビティ履歴) では、[Status] (ステータ
ス) 列に、Auto Scaling グループがインスタンスを正常に起動したかどうかが表示されます。インスタンス
の起動に失敗したり、起動してもすぐに終了したりする場合は、次のトピックで、考えられる原因と解決
方法を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: EC2 インスタンス起動の失敗 (p. 377)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: AMI 問題 (p. 384)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: ヘルスチェック (p. 389)
必要に応じて、Auto Scaling グループと同じリージョンに、ロードバランサーをアタッチできるようにな
りました。詳細については、「Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス
全体にトラフィックを分散させる (p. 298)」を参照してください。

Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付け
る
タグとは、お客様または AWS が AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。各 タグは 2 つの
部分で構成されます:
• タグキー (例: costcenter、environment または project)
• タグ値として知られるオプションのフィールド (例: 111122223333 または production)
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タグは、以下のことに役立ちます。
• AWS のコストの追跡。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有効にし
ます。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提供します。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」を参照してください。
• タグに基づいて、Auto Scaling グループへのアクセスを制御します。IAM ポリシーで条件を使用して、
そのグループのタグに基づき、Auto Scaling グループへのアクセスを制御できます。詳しくは、「セ
キュリティ用のタグ (p. 98)」を参照してください。
• 追加したタグに基づく Auto Scaling グループのフィルタリングと検索。詳しくは、「タグを使用して
Auto Scaling グループをフィルタリングする (p. 99)」を参照してください。
• AWS リソースを識別および整理します。多くの AWS のサービス ではタグ付けがサポートされている
ため、各種のサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。
新規または既存の Auto Scaling グループにタグを付けることができます。Auto Scaling グループから、起
動する EC2 インスタンスにタグを伝播することもできます。
タグは Amazon EBS ボリュームには伝達されません。Amazon EBS ボリュームにタグを追加するには、
起動テンプレートでタグを指定します。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを
作成する (p. 22)」を参照してください。
タグの作成と管理は、AWS Management Console、AWS CLI、または SDK を使用します。
目次
• タグの命名と使用制限 (p. 94)
• EC2 インスタンスのタグ付けライフサイクル (p. 94)
• Auto Scaling グループにタグを付ける (p. 95)
• タグの削除 (p. 97)
• セキュリティ用のタグ (p. 98)
• タグへのアクセスを制御する (p. 98)
• タグを使用して Auto Scaling グループをフィルタリングする (p. 99)

タグの命名と使用制限
タグには以下のようなベーシック制限があります。
• リソースあたりのタグの最大数は 50 です。
• 単一の呼び出しを使用して追加または削除できるタグの最大数は 25 です。
• キーの最大長は Unicode 文字で 128 文字です。
• 値の最大長は Unicode 文字で 256 文字です。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にするた
めの戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわたって一貫して実装します。
• タグの名前または値に aws: プレフィックスは使用しないでください。このプレフィックスは AWS 用
に予約されています。このプレフィックスが含まれるタグの名前または値は編集または削除できませ
ん。これらはリソースクォータあたりのタグに対して計算されません。

EC2 インスタンスのタグ付けライフサイクル
EC2 インスタンスにタグを伝播することを選択した場合、タグは以下のように管理されます。
• Auto Scaling グループがインスタンスを起動すると、リソースの作成後ではなく作成中に、インスタン
スにタグが追加されます。

94

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
Auto Scaling グループにタグを付ける

• Auto Scaling グループでは、キーに aws:autoscaling:groupName、値に Auto Scaling グループ名が
使用され、インスタンスにタグが自動的に追加されます。
• 起動テンプレートでインスタンスタグを指定し、グループのタグをそのインスタンスに伝播することを
選択した場合、すべてのタグがマージされます。起動テンプレートのタグと Auto Scaling グループのタ
グに同じタグキーが指定されている場合、グループのタグ値が優先されます。
• 既存のインスタンスをアタッチするときに、Auto Scaling グループはタグをインスタンスに追加し、同
じタグキーを持つ既存のタグを上書きします。また、キーが aws:autoscaling:groupName で、値が
Auto Scaling グループ名のタグも追加されます。
• Auto Scaling グループからインスタンスからデタッチした場合は、aws:autoscaling:groupName タ
グのみが削除されます。

Auto Scaling グループにタグを付ける
Auto Scaling グループにタグを追加する際、Auto Scaling グループで起動するインスタンスに追加するか
どうかを指定できます。タグを変更する場合は、変更後にその Auto Scaling グループで起動されたインス
タンスには更新されたタグのバージョンが追加されます。Auto Scaling グループのタグを作成または変更
しても、これらの変更内容は既に Auto Scaling グループで実行中のインスタンスには加えられません。
目次
• タグの追加または変更 (コンソール) (p. 95)
• タグの追加または変更 (AWS CLI) (p. 95)

タグの追加または変更 (コンソール)
Auto Scaling グループの作成時にタグを付けるには
Amazon EC2 コンソールを使用して Auto Scaling グループを作成する場合、Auto Scaling グループの作成
ウィザードの [Add Tags (タグの追加)] ページでタグのキーと値を指定できます。Auto Scaling グループで
起動されるインスタンスにタグを付けるには、[Tag New Instances (新しいインスタンスのタグ付け)] オ
プションが選択されたままにしてください。タグを付けない場合は、このオプションの選択を解除できま
す。

既存の Auto Scaling グループのタグを追加または変更するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[タグ]、[編集] の順に選択します。

4.

既存のタグを変更するには、[Key] と [Value] フィールドを編集します。

5.

新しいタグを追加するには、[Add tag] を選択し、[Key] と [Value] フィールドを選択します。[Tag
New Instances (新しいインスタンスにタグ付けする)] を選択したままにして Auto Scaling グループ
で起動されるインスタンスに自動的にタグを追加することも、選択解除して追加しないこともできま
す。

6.

タグの追加を完了したら、[保存] を選択します

タグの追加または変更 (AWS CLI)
以下の例では、AWS CLI を使用して Auto Scalingグループを作成するときにタグを追加する方法、および
既存の Auto Scaling グループのタグを追加または変更する方法を示しています。
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Auto Scaling グループの作成時にタグを付けるには
create-auto-scaling-group を使用して新しい Auto Scaling グループを作成し、タグを追加します (例:
environment=production を Auto Scaling グループに追加)。タグは、Auto Scaling グループで起動さ
れるインスタンスにも追加されます。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-configuration-name my-launch-config --min-size 1 --max-size 3 \
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
--tags Key=environment,Value=production,PropagateAtLaunch=true

既存の Auto Scaling グループのタグを作成または変更するには
create-or-update-tags コマンドを使用して、タグを作成または変更します。たとえば、以下のコマンド
は Name=my-asg および costcenter=cc123 タグを追加します。この変更後、それらのタグは Auto
Scaling グループ内で起動されるすべてのインスタンスに追加されます。いずれかのキーを持つタグがすで
に存在する場合、既存のタグは置き換えられます。Amazon EC2 コンソールでは、各インスタンスの表示
名は、Name キーに指定された名前に関連付けられます (大文字と小文字は区別)。
aws autoscaling create-or-update-tags \
--tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Name,Value=myasg,PropagateAtLaunch=true \
ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scalinggroup,Key=costcenter,Value=cc123,PropagateAtLaunch=true

Auto Scaling グループのタグを記述する (AWS CLI)
特定の Auto Scaling グループに適用されているタグを表示する場合は、次のいずれかのコマンドを使用で
きます。
•

describe-tags — Auto Scaling グループ名を指定して、指定したグループのタグのリストを表示しま
す。
aws autoscaling describe-tags --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

}

•

"Tags": [
{
"ResourceType": "auto-scaling-group",
"ResourceId": "my-asg",
"PropagateAtLaunch": true,
"Value": "production",
"Key": "environment"
}
]

describe-auto-scaling-group— Auto Scaling グループ名を指定して、タグを含む指定したグループの属
性を表示します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
{
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}

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"HealthCheckGracePeriod": 0,
"SuspendedProcesses": [],
"DesiredCapacity": 1,
"Tags": [
{
"ResourceType": "auto-scaling-group",
"ResourceId": "my-asg",
"PropagateAtLaunch": true,
"Value": "production",
"Key": "environment"
}
],
"EnabledMetrics": [],
"LoadBalancerNames": [],
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
...
}
]

タグの削除
Auto Scaling グループに関連付けられたタグは、いつでも削除できます。
目次
• タグの削除 (コンソール) (p. 97)
• タグの削除 (AWS CLI) (p. 97)

タグの削除 (コンソール)
タグを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[タグ]、[編集] の順に選択します。

4.

タグの横にある [削除] を選択します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

タグの削除 (AWS CLI)
delete-tags コマンドを使用してタグを削除します。たとえば、以下のコマンドは environment キーを持
つタグを削除します。
aws autoscaling delete-tags --tags "ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scalinggroup,Key=environment"

タグのキーは指定する必要がありますが、値を指定する必要はありません。指定した値が正しくない場
合、タグは削除されません。
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セキュリティ用のタグ
タグを使用して、IAM ユーザーおよびグループがアカウントで作成、変更、削除する Auto Scaling グルー
プを管理します。以下の条件キーを 1 つ以上使用して、IAM ポリシーの条件要素にタグ情報を指定しま
す。
• 特定のタグを持つ Auto Scaling グループに対してユーザーアクションを許可 (または拒否) するに
は、autoscaling:ResourceTag/tag-key: tag-value を使用します。
• リクエストに特定のタグが含める (または含めない) ことを要求するには、aws:RequestTag/tagkey: tag-value を使用します。
• リクエストに特定のタグキーを含める (または含めない) ことを要求するには、aws:TagKeys [tagkey, ...] を使用します。
たとえば、以下の例に示すように、キー environment および 値 production を持つタグを含むすべて
の Auto Scaling グループへのアクセスを拒否できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:DeleteAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {"autoscaling:ResourceTag/environment": "production"}
}
}
]

その他の例については、「Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」
を参照してください。

タグへのアクセスを制御する
IAM では、Auto Scaling グループにタグを追加、変更、または削除するためのアクセス許可をアカウント
内のどの IAM ユーザーおよびグループが持つかをコントロールすることもできます。
たとえば、IAM ポリシーを作成して、Auto Scaling グループから temporary キーでタグのみ削除するこ
とを許可できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:DeleteTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["temporary"] }
}
}
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]

その他の例については、「Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」
を参照してください。

Note
ユーザーによる Auto Scaling グループに対するタグ付け (または、タグの削除) 操作の実行を
制限するポリシーを持っていても、ユーザーはインスタンスの起動後にタグを手動で変更でき
ます。EC2 インスタンスでタグへのアクセスを制御する例については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの例: リソースのタグ付けを参照してください。

タグを使用して Auto Scaling グループをフィルタリン
グする
次の例では、describe-auto-scaling-groups コマンドでフィルターを使用して、Auto Scaling グループを特
定のタグで記述する方法を示しています。タグによるフィルタリングの利用は AWS CLI または SDK に限
定されており、コンソールからは利用できません。
フィルタリングの考慮事項
• 1 つのリクエストで複数のフィルターと複数のフィルタの値を指定できます。
• フィルターの値にワイルドカードを使用することはできません。
• フィルターの値は大文字と小文字が区別されます。
例: 特定のタグキーと値のペアを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、environment=production のタグキーと値のペアを持つ Auto Scaling グループのみ
を表示するように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-key,Values=environment Name=tag-value,Values=production

以下に、応答の例を示します。
{

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"HealthCheckGracePeriod": 0,
"SuspendedProcesses": [],
"DesiredCapacity": 1,
"Tags": [
{
"ResourceType": "auto-scaling-group",
"ResourceId": "my-asg",
"PropagateAtLaunch": true,
"Value": "production",
"Key": "environment"
}
],
"EnabledMetrics": [],
"LoadBalancerNames": [],
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
...
}
]
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または tag:<key> フィルターを使用して、タグを指定することもできます。例えば、次のコマンド
は、environment=production のタグキーと値のペアを持つ Auto Scaling グループのみを表示す
るように、結果をフィルタリングする方法を示しています。このフィルターは、次の形式になります:
Name=tag:<key>,Values=<value> (<key> および <value> はタグキーと値のペアを表します。)
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag:environment,Values=production

また、--query オプションを使用して、AWS CLI 出力もフィルタリングできます。次の例では、前のコ
マンドの AWS CLI 出力を、グループ名、最小サイズ、最大サイズ、および必要なキャパシティ属性のみ
に制限する方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag:environment,Values=production \
--query "AutoScalingGroups[].{AutoScalingGroupName: AutoScalingGroupName, MinSize:
MinSize, MaxSize: MaxSize, DesiredCapacity: DesiredCapacity}"

以下に、応答の例を示します。
[

]

{

}
...

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"MinSize": 0,
"MaxSize": 10,
"DesiredCapacity": 1

フィルタリングの詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「AWS CLI 出力
をフィルタリングする」を参照してください。
例: 指定したタグキーと一致するタグを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグ値に関係なく environment タグを持つ Auto Scaling グループのみを表示するよう
に、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-key,Values=environment

例: 指定したタグキーのセットに一致するタグを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグ値に関係なく environment および project のタグを持つ Auto Scaling グループ
のみを表示するように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-key,Values=environment Name=tag-key,Values=project

例: 指定したタグキーのうち少なくとも 1 つに一致するタグを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグ値に関係なく environment または project のタグを持つ Auto Scaling グループ
のみを表示するように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-key,Values=environment,project
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例: 指定したタグ値を持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグキーに関係なくタグ値 production を持つ Auto Scaling グループのみを表示する
ように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-value,Values=production

例: 指定したタグ値のセットを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグキーに関係なくタグ値 production および development を持つ Auto Scaling グ
ループのみを表示するように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-value,Values=production Name=tag-value,Values=development

例: 指定したタグ値の少なくとも 1 つに一致するタグを持つ Auto Scaling グループを記述する
次のコマンドは、タグキーに関係なくタグ値 production または development を持つ Auto Scaling グ
ループのみを表示するように、結果をフィルタリングする方法を示しています。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag-value,Values=production,development

例: 複数のタグキーおよびタグ値が一致するタグを持つ Auto Scaling グループを記述する
フィルターを組み合わせてカスタムの AND および OR ロジックを作成し、より複雑なフィルタリングを
実行することもできます。
次のコマンドは、特定のタグのセットを持つ Auto Scaling グループのみを表示するように、結果をフィル
タリングする方法を示しています。一方のタグキーは environment AND でタグ値は (production OR
development) AND、もう一方のタグキーは costcenter AND でタグ値は cc123 です。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
--filters Name=tag:environment,Values=production,development
Name=tag:costcenter,Values=cc123

Auto Scaling インスタンスを置き換える
Amazon EC2 Auto Scaling には、Auto Scaling グループを更新または変更した後にインスタンスを置き換
える機能があります。また、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスを置き換えるのと同じオペレー
ションに更新を含めるオプションを提供することで、更新の合理化にも役立ちます。
このセクションには、以下の作業に役立つ情報が記載されています。
• インスタンスの更新をスタートして、Auto Scaling グループのインスタンスを置き換えます。
• 希望の設定を説明する特定の更新を宣言し、Auto Scaling グループを希望の設定に更新します。
• 更新済みのインスタンスの置き換えをスキップします。
• チェックポイントを使用して、フェーズでインスタンスを置き換え、特定のポイントでインスタンスの
検証を実行します。
• チェックポイントに到達すると、電子メールで通知を受信します。
• インスタンスの存続期間を制限して、Auto Scaling グループ全体でソフトウェアバージョンとインスタ
ンス設定の一貫性を確保します。
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目次
• インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)
• インスタンスの更新のステータスを確認する (p. 109)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) によりスキップマッチングを有効にするインスタンス更新の
例 (p. 110)
• インスタンスの更新にチェックポイントを追加する (p. 114)
• インスタンスの最大存続期間に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 117)

インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタ
ンスを置き換える
インスタンス更新を使用して、Auto Scaling グループ内のインスタンスを更新できます。インスタンスを
手動でいくつか置き換える必要はありません。これは、設定の変更でインスタンスの置き換えが必要であ
り、Auto Scaling グループにラージ ナンバーのインスタンスがある場合に便利です。
インスタンスの更新は、新しい Amazon マシンイメージ (AMI) または新しいユーザー データスクリプトが
ある場合に便利です。インスタンスの更新を使用するには、まず、新しい AMI またはユーザー データスク
リプトを指定する新しい起動テンプレートを作成します。次に、インスタンスの更新をスタートして、グ
ループ内のインスタンスの更新をすぐに開始します。

使用方法
以下のステップ例では、インスタンスの更新がどのように機能するかを示しています。
• 起動テンプレートまたは希望する更新により新しい起動テンプレートバージョンを作成します。詳細に
ついては、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)」を参照してください。
• 最小正常率、インスタンスのウォームアップ、チェックポイントを設定し、起動テンプレートを含む希
望する設定を指定して、インスタンスの更新を開始します。希望の設定は、オプションで混合インスタ
ンス・ポリシー (p. 53)が適用される。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスのローリング置換の実行を開始します。一連のインスタ
ンスをサービスから外し、それらを終了してから、新しい希望の設定で一連のインスタンスを起動しま
す。次に、インスタンスがヘルスチェックに合格し、ウォームアップが完了するまで待機してから、他
のインスタンスの置き換えに移行します。
• グループの一定割合が置換されると、チェックポイントに到達します。チェックポイントがある
と、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスの置き換えを一時的に停止し、通知を送信し、指定した
時間だけ待機してから続行します。通知を受け取ったら、新しいインスタンスが期待どおりに動作して
いることを確認できます。
• インスタンスの更新が成功すると、Auto Scaling グループの設定は、オペレーションのスタート時に指
定した設定で自動的に更新されます。

主要概念と用語
開始する前に、以下の インスタンスの更新の主要概念と用語を理解してください。
最小正常率
インスタンスの更新の開始のパートとして、常に維持する最小正常率を指定します。これは、インス
タンス更新中にヘルスチェック (p. 262)に合格しなければならない、Auto Scaling グループのキャパ
シティーで、オペレーションを続行できるようにします。この値は、Auto Scaling グループの望まし
いキャパシティーに対するパーセント値（最も近い整数値に切り上げ）で表されます。最小正常率を
100% に設定すると、置き換え率が一度に 1 つのインスタンスに制限されます。対照的に、0% に設
定すると、すべてのインスタンスが同時に置き換えられます。
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インスタンスのウォームアップ
インスタンスのウォームアップとは、新しいインスタンスの状態が InService に変更されてから、
トラフィックを受信できるようになるまでの期間です。インスタンスの更新中、新しく起動されたイ
ンスタンスが正常であると判断した後、 Amazon EC2 Auto Scaling はすぐに次の置き換えに進みませ
ん。指定したウォームアップ期間を待ってから、他のインスタンスの置き換えに移ります。これは、
アプリケーションがトラフィックの処理を開始する前のアプリケーション自体の初期化に時間がかか
るという場合に役立ちます。
必要な設定
必要な設定は、Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループ全体にデプロイする新しい設定で
す。例えば、インスタンスの起動テンプレートとバージョンを指定できます。インスタンスの更新中
に、Amazon EC2 Auto Scaling は Auto Scaling グループを希望の設定に更新します。インスタンス
の更新中にスケールアウト イベントが発生した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、グループの現
在の設定ではなく、希望の設定で新しいインスタンスを起動します。インスタンスの更新が成功する
と、Amazon EC2 Auto Scaling は Auto Scaling グループの設定を更新して、インスタンスの更新の
パートとして指定した新しい希望の設定を反映します。
スキップマッチング
スキップマッチングとは、Amazon EC2 Auto Scaling が希望の設定に一致するインスタンスの置き
換えをスキップすることを意味します。必要な設定が指定されていない場合、既にグループに設定さ
れている同じ設定を持つインスタンスの置き換えはスキップされます。スキップマッチングが有効に
なっていない場合、更新が必要かどうかに関係なく、Auto Scaling グループ内のすべてのインスタン
スを新しいインスタンスに置き換えることができます。
チェックポイント
チェックポイントとは、インスタンスの更新が指定した時間だけ一時停止する時点のことです。イン
スタンスの更新には、複数のチェックポイントを含めることができます。Amazon EC2 Auto Scaling
は各チェックポイントに対してイベントを発行するため、EventBridge ルールを追加して、チェック
ポイントに到達したときに通知を受けるイベントを Amazon SNS などのターゲットに送信できます。
チェックポイントに到達した後で、デプロイを検証する機会があります。問題が特定された場合は、
インスタンスの更新をキャンセルしてから、別のインスタンスの更新を開始してロールバックできま
す。更新プログラムを段階的にデプロイできることは、チェックポイントのキーの利点です。チェッ
クポイントを使用しない場合、ローリング置換は継続的に実行されます。

考慮事項
以下に、グループが期待どおりに動作し続けるようにするために、インスタンスの更新を開始するときに
考慮すべき事項を示します。
• ウォームアップ設定をグループレベルで統一するために、インスタンスのデフォルトウォームアップ機
能の有効化を検討することが推奨されます。詳細については、「Auto Scaling グループに対するインス
タンスのデフォルトウォームアップを設定する (p. 155)」を参照してください。
• ウォームアップ中、新しく起動されたインスタンスは Auto Scaling グループの集計インスタンスメトリ
クス (CPUUtilization、NetworkIn、NetworkOut など) に計上されません。
• Auto Scaling グループにスケーリング ポリシーを追加した場合、スケーリングアクティビティは並行し
て実行されます。インスタンスの更新ウォームアップ期間に長い間隔を設定すると、新しく起動された
インスタンスがメトリクスに反映されるまでに時間がかかります。このため、適切なウォームアップ期
間によって、Amazon EC2 Auto Scaling が古いメトリクスデータに基づいてスケーリングしないように
することができます。
• ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加した場合、ウォームアップ期間がスタートするの
は、ライフサイクルフックアクションが完了してインスタンスが InService 状態になってからになり
ます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してく
ださい。
• スキップマッチングを有効にしても、混合インスタンスポリシーの起動テンプレート、起動テンプレー
トのバージョン、インスタンスタイプが変更されていない場合、インスタンスの更新は置換を行わず
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にすぐに成功します。その他の変更（例えば、スポット割り当て戦略の変更）を行った場合、Amazon
EC2 Auto Scaling は Auto Scaling グループの設定を更新して、インスタンスの更新が成功した後、新し
い希望の設定を反映します。

インスタンスの更新のスタートまたはキャンセル（コンソール）
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールを使用して、インスタンスの更新を作成、表示、キャンセルできま
す。初めてインスタンスの更新を開始する場合は、コンソールにより、利用できる機能とオプションを理
解することができます。

コンソールでインスタンスの更新を開始する (基本的な手順)
Auto Scaling グループの混合インスタンスポリシー (p. 53)を事前定義していない場合は、次の手順に従
います。混合インスタンスポリシーを事前定義している場合は、コンソールでインスタンスの更新を開始
する (混合インスタンスグループ) (p. 106) を参照してインスタンスの更新を開始します。

インスタンスの更新をスタートするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
Auto Scaling グループページの下部に分割ペインが開きます。

3.

[Instance refresh] (インスタンスの更新) タブの [Active instance refresh] (アクティブインスタンスの更
新) で、[Start instance refresh] (インスタンスの更新を開始する) を選択します。

4.

[Minimum healthy percentage] (最小正常率) で、インスタンスの更新中に正常な状態を維持する必要が
ある Auto Scaling グループの割合を入力します。デフォルトは 90% です。低いパーセンテージを選
択すると、終了と同時に置換されるインスタンスの数が増加します。

5.

[Instance warmup] (インスタンスのウォームアップ) には、新しいインスタンスの状態が InService
に変更されてからトラフィックを受信できるようになるまでの秒数を入力するか、空のままにしてデ
フォルトウォームアップを維持します。
空のままにしておくと、グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップがデフォルトに
なります (有効化されている場合)。インスタンスのデフォルトウォームアップが有効化されていない
場合、インスタンスのウォームアップは、グループのヘルスチェック猶予期間の値にフォールバック
します。

6.

(オプション) [Checkpoints] (チェックポイント) で [Enable checkpoints] (チェックポイントを有効にす
る) を選択し、インスタンスの更新に増分または段階的なアプローチを使用するインスタンスを置換
します。これにより、置換セット間の検証にさらに時間がかかります。チェックポイントの有効化を
選択しない場合、インスタンスはほぼ連続した 1 回のオペレーションで置換されます。
チェックポイントを有効にする場合は、追加ステップ チェックポイントを有効にする (コンソー
ル) (p. 115) を参照してください。

7.

スキップマッチングを有効または無効にする:
• 現在の起動テンプレートにすでに一致しているインスタンスの置換をスキップするには、[Enable
skip matching] (スキップマッチングを有効にする) のチェックボックスをオンのままにします。
• このチェックボックスをオフにしてスキップマッチングを無効にすると、すべてのインスタンスを
置換することができます。
スキップマッチングを有効にすると、現在の起動テンプレートを使用する代わりに、新しい起動テ
ンプレートまたは現在の起動テンプレートの新しいバージョンを、インスタンスの更新をスタートす
るページの希望する設定のセクションで設定できます。
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Note
スキップマッチング機能を使用して、現在起動設定を使用している Auto Scaling グループを
更新するには、希望する設定で起動テンプレートを選択する必要があります。起動設定での
スキップマッチングの使用はサポートされていません。
8.

(オプション) 希望する設定セクションを拡張して、Auto Scaling グループで実行する更新を指定しま
す。
この時点から、コンソールインターフェイスで選択する代わりに、JSON または YAML 構文を使用し
てパラメータ値を編集するように選択できます。このためには、[Use console interface] (コンソール
インターフェイスを使用する) の代わりに[Use code editor] (コードエディタを使用する) を選択しま
す。以下の手順では、コンソールインターフェイスを使用して選択する方法について説明します。
a.

起動テンプレートを更新する場合:
• Auto Scaling グループの新しい起動テンプレートまたは新しい起動テンプレートバージョンを
作成していない場合は、このチェックボックスをオフのままにしておきます。
• 新しい起動テンプレートまたは新しい起動テンプレートバージョンを作成した場合は、この
チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、Amazon EC2 Auto Scaling
が現在の起動テンプレートと現在の起動テンプレートバージョンを表示し、利用可能な他の
バージョンを一覧表示します。起動テンプレートを選択し、バージョンを選択します。
バージョンを選択すると、バージョン情報が表示されます。これは、インスタンスの更新の一
部としてインスタンスを置換するときに使用される起動テンプレートのバージョンです。イン
スタンスの更新に成功すると、グループのスケール時など、新しいインスタンスが起動するた
びに起動テンプレートのこのバージョンが使用されます。

b.

インスタンスタイプと購入オプションのセットを選択して、起動テンプレートのインスタンスタ
イプを上書きする場合:
• 起動テンプレートで指定したインスタンスタイプと購入オプションを使用するには、この
チェックボックスをオフにします。
• 起動テンプレートのインスタンスタイプを上書きする場合、または未使用の EC2 容量を利用し
てスポットインスタンスを実行し、コストを節約する場合は、このチェックボックスをオンに
します。このオプションを選択すると、各インスタンスタイプを手動で追加するか、プライマ
リインスタンスタイプおよび一致する追加のインスタンスタイプを取得するレコメンデーショ
ンオプションを選択できます。スポットインスタンスを起動する予定がある場合は、選択した
アベイラビリティーゾーンに十分なインスタンス容量がないときに Amazon EC2 Auto Scaling
が別のインスタンスタイプを起動できるように、複数のインスタンスタイプを追加することを
お勧めします。これらの設定の処理方法の詳細については、複数のインスタンスタイプと購入
オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53) を参照してください。

Warning
Amazon EC2 スポットサービスで容量を再利用する必要がある場合は、スポットイン
スタンスの中断を処理できないアプリケーションでスポットインスタンスを使用しな
いでください。
このチェックボックスをオンにした場合は、起動テンプレートがまだスポットインスタンスをリ
クエストしていないことを確認してください。スポットインスタンスをリクエストする起動テン
プレートを使用して、複数のインスタンスタイプを使用する Auto Scaling グループを作成し、ス
ポットインスタンスとオンデマンドインスタンスを起動することはできません。

Note
現在起動設定を使用している Auto Scaling グループでこれらのオプションを設定するに
は、起動テンプレートの更新で起動テンプレートを選択する必要があります。起動設定
のインスタンスタイプの上書きはサポートされていません。
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9.

すべての選択内容を見直し、正しく設定されていることを確認します。
現在の設定と提案された変更の違いが、想定外または望ましくない形でアプリケーションに影響を及
ぼさないよう、この時点で確認することをお勧めします。例えば、準仮想化 (PV) AMI から元のインス
タンスを起動するにもかかわらず、ハードウェア仮想マシン (HVM) AMI でのみサポートされている現
行世代のインスタンスタイプに変更する場合は、HVM AMI を使用する必要があります。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンスタイプ変更の互換性を参照し
てください。

10. インスタンス更新の選択内容が正しい場合は、[Start] (スタート) を選択します。

コンソールでインスタンスの更新を開始する (混合インスタンスグループ)
混合インスタンスポリシー (p. 53)で Auto Scaling グループを作成した場合は、次の手順に従います。
グループに混合インスタンスポリシーをまだ定義していない場合は、コンソールでインスタンスの更新を
開始する (基本的な手順) (p. 104) を参照してインスタンスの更新を開始します。

インスタンスの更新をスタートするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
Auto Scaling グループページの下部に分割ペインが開きます。

3.

[Instance refresh] (インスタンスの更新) タブの [Active instance refresh] (アクティブインスタンスの更
新) で、[Start instance refresh] (インスタンスの更新を開始する) を選択します。

4.

[Minimum healthy percentage] (最小正常率) で、インスタンスの更新中に正常な状態を維持する必要が
ある Auto Scaling グループの割合を入力します。デフォルト値は 90% です。低いパーセンテージを
選択すると、終了と同時に置換されるインスタンスの数が増加します。

5.

[Instance warmup] (インスタンスのウォームアップ) には、新しいインスタンスの状態が InService
に変更されてからトラフィックを受信できるようになるまでの秒数を入力するか、空のままにしてデ
フォルトウォームアップを維持します。
空のままにしておくと、グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップがデフォルトに
なります (有効化されている場合)。インスタンスのデフォルトウォームアップが有効化されていない
場合、インスタンスのウォームアップは、グループのヘルスチェック猶予期間の値にフォールバック
します。

6.

(オプション) [Checkpoints] (チェックポイント) で [Enable checkpoints] (チェックポイントを有効にす
る) を選択し、インスタンスの更新に増分または段階的なアプローチを使用するインスタンスを置換
します。これにより、置換セット間の検証にさらに時間がかかります。チェックポイントの有効化を
選択しない場合、インスタンスはほぼ連続した 1 回のオペレーションで置換されます。
チェックポイントを有効にする場合は、追加ステップ チェックポイントを有効にする (コンソー
ル) (p. 115) を参照してください。

7.

スキップマッチングを有効または無効にする:
• 現在の起動テンプレートとすでに一致しているインスタンスの置換とインスタンスタイプの上書き
をスキップするには、[Enable skip matching] (スキップマッチングを有効にする) チェックボックス
をオンのままにします。
• このチェックボックスをオフにしてスキップマッチングを無効にすると、すべてのインスタンスを
置換することができます。
スキップマッチングを有効にすると、現在の起動テンプレートを使用する代わりに、新しい起動テ
ンプレートまたは現在の起動テンプレートの新しいバージョンを、インスタンスの更新をスタートす
るページの希望する設定のセクションで設定できます。[Desired configuration] (希望する設定) でイン
スタンスタイプの上書きを更新することもできます。
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8.

[Desired configuration] (希望する設定) セクションで以下を実行します。
この時点から、コンソールインターフェイスで選択する代わりに、JSON または YAML 構文を使用し
てパラメータ値を編集するように選択できます。このためには、[Use console interface] (コンソール
インターフェイスを使用する) の代わりに[Use code editor] (コードエディタを使用する) を選択しま
す。以下の手順では、コンソールインターフェイスを使用して選択する方法について説明します。
a.

起動テンプレートを更新する場合:
• Auto Scaling グループの新しい起動テンプレートまたは新しい起動テンプレートバージョンを
作成していない場合は、このチェックボックスをオフのままにしておきます。
• 新しい起動テンプレートまたは新しい起動テンプレートバージョンを作成した場合は、この
チェックボックスをオンにします。このオプションを選択すると、Amazon EC2 Auto Scaling
が現在の起動テンプレートと現在の起動テンプレートバージョンを表示し、利用可能な他の
バージョンを一覧表示します。起動テンプレートを選択し、バージョンを選択します。
バージョンを選択すると、バージョン情報が表示されます。これは、インスタンスの更新の一
部としてインスタンスを置換するときに使用される起動テンプレートのバージョンです。イン
スタンスの更新に成功すると、グループのスケール時など、新しいインスタンスが起動するた
びに起動テンプレートのこのバージョンが使用されます。

b.

これらの設定を使用して、起動テンプレートで定義されているインスタンスタイプと購入オプ
ションを上書きする場合:
デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。Amazon EC2 Auto Scaling によ
り、現在、Auto Scaling グループの混合インスタンスポリシーで設定されている値が各パラメー
タに入力されます。変更するパラメータの値のみを更新します。これらの設定に関するガイダ
ンスについては、複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グルー
プ (p. 53) を参照してください。

Warning
このチェックボックスはオフにしないことをお勧めします。混合インスタンスポリシー
の使用を停止する場合にのみオフにします。インスタンスの更新に成功すると、Amazon
EC2 Auto Scaling は希望する設定に一致するようグループを更新します。混合インス
タンスポリシーが含まれなくなった場合、Amazon EC2 Auto Scaling は現在実行中の
スポットインスタンスを徐々に終了し、オンデマンドインスタンスに置換します。ま
たは、起動テンプレートがスポットインスタンスをリクエストした場合、Amazon EC2
Auto Scaling は現在実行中のオンデマンドインスタンスを徐々に終了し、スポットイン
スタンスに置換します。
9.

すべての選択内容を見直し、正しく設定されていることを確認します。
現在の設定と提案された変更の違いが、想定外または望ましくない形でアプリケーションに影響を及
ぼさないよう、この時点で確認することをお勧めします。例えば、準仮想化 (PV) AMI から元のインス
タンスを起動するにもかかわらず、ハードウェア仮想マシン (HVM) AMI でのみサポートされている現
行世代のインスタンスタイプに変更する場合は、HVM AMI を使用する必要があります。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタンスタイプ変更の互換性を参照し
てください。
インスタンス更新の選択内容が正しい場合は、[Start] (スタート) を選択します。

インスタンスの更新をキャンセルするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.

[Active instance refresh] (アクティブインスタンスの更新) の [Instance refresh] (インスタンスの更新)
タブで、[Cancel instance refresh] (インスタンスの更新をキャンセルする) を選択します。
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4.

確認を求められたら、[確認] を選択します。

インスタンスの更新のスタートまたはキャンセル(AWS CLI)
インスタンスの更新をスタートするには
start-instance-refreshコマンドを使用して、AWS CLIからインスタンスの更新をスタートします。JSON 設
定ファイルでは、変更する任意の設定を指定できます。設定ファイルを参照するときは、次の例に示すよ
うに、ファイルのパスと名前を指定します。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容：
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Preferences": {
"InstanceWarmup": 60,
"MinHealthyPercentage": 50
}

または、次のコマンドを実行して、オプションの設定なしでインスタンスの更新を開始することもできま
す。設定が指定されない場合は、InstanceWarmup および MinHealthyPercentage にデフォルト値が
使用されます。
aws autoscaling start-instance-refresh --auto-scaling-group-name my-asg

出力例:
{
}

"InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"

Note
希望する設定を指定し、AWS CLIでスキップマッチングを有効にするには、追加のstart-instancerefreshのAWS Command Line Interface (AWS CLI) によりスキップマッチングを有効にするイン
スタンス更新の例 (p. 110)の例を参照してください。
インスタンスの更新をキャンセルするには
AWS CLIからcancel-instance-refreshコマンドを使ってインスタンスの更新をキャンセルするには、次の例
に示すように、Auto Scaling グループの名前を指定します。
aws autoscaling cancel-instance-refresh --auto-scaling-group-name my-asg

出力例:
{
}

"InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
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制約事項
• インスタンスが起動前に終了する: Auto Scaling グループにインスタンスが 1 つしかない場合、インスタ
ンスの更新を開始すると停止する場合があります。これは、Amazon EC2 Auto Scaling は 1 つのインス
タンスを終了してから、新しいインスタンスを起動するためです。
• 合計持続時間: インスタンスの更新がインスタンスをアクティブに置き換えることができる最大時間
は、14 日間です。
• インスタンスが置き換えられない: インスタンスがスタンバイ状態にあるか、スケールインから保護され
ている場合、そのインスタンスを置き換えることはできません。Amazon EC2 Auto Scaling で、置き換
えることができないインスタンスが検出された場合、引き続き他のインスタンスは置き換えられます。
• 加重グループ固有の動作の違い: 混合インスタンスグループがグループの希望容量以上のインスタンスの
重みで設定されている場合、Amazon EC2 Auto Scaling はすべての InService インスタンスを一度に
置き換えることがあります。このような状況を回避するには、「Amazon EC2 Auto Scaling のインスタ
ンスの重み付けを設定する (p. 70)」トピックのレコメンデーションに従い、Auto Scaling グループで
ウェイトを使用するときに最大の重みよりも大きい希望容量を指定します。
• 1 時間のタイムアウト: アプリケーションがヘルスチェックに合格しなかったり、スタンバイ状態または
スケールインから保護されているインスタンスがあるためにインスタンスの更新で置換を続行できない
場合、再試行が 1 時間続行されます。加えて、問題の解決に役立つステータスメッセージが表示されま
す。1 時間経っても問題が解決しない場合は、オペレーションは失敗となります。1 時的な問題が発生
した場合に、回復する時間を与えることを意図しています。
• ロールバック しない: インスタンスの更新はいつでもキャンセルできますが、既に置き換えられたイン
スタンスは前の設定にロールバックされません。インスタンスの更新に失敗しても、既に置き換えられ
たインスタンスは前の設定にロールバックされません。失敗したインスタンスの更新を修正するには、
まず更新の失敗の原因となった根本的な問題を解決してから、別のインスタンスの更新を開始します。

インスタンスの更新のステータスを確認する
Auto Scaling グループのインスタンスの更新ステータスは、コンソールまたは AWS CLI を使用して取得す
ることができます。

Tip
以下の手順では、Auto Scaling グループについて [Instance refresh history] (インスタンスの更新
履歴)、[Activity history] (アクティビティ履歴)、および [Instances] (インスタンス) の各セクション
を調べます。各セクションには、名前付きの列がすでに表示されているはずです。非表示の列を
表示する、または表示される行の数を変更するには、各セクションの右上隅にある歯車アイコン
を選択して設定モーダルを開き、必要に応じて設定を更新してから、[Confirm] (確認) を選択しま
す。

インスタンスの更新のステータスを確認する (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance refresh history] (インスタンスの更新履歴) の [Instance refresh] (インスタンスの更新) タブ
で、[Status] (ステータス) 列を確認し、リクエストのステータスを決定できます。初期化中、オペレー
ションは Pending ステータスになります。その後、ステータスはすぐに InProgress に変わりま
す。すべてのインスタンスが更新されると、ステータスが Successful に変わります。

4.

[Activity (アクティビティ)] タブの [Activity history (アクティビティ履歴)] では、インスタンスの更新が
開始されると、インスタンスの終了時、インスタンスの起動時に、それぞれ別のエントリが表示され
ます。[Description (説明)] 列で、インスタンス ID を確認できます。
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5.

(オプション) スケーリングアクティビティが多数存在する場合は、アクティビティ履歴の上部端にあ
る [>] アイコンを選択して、スケーリングアクティビティの次ページを表示します。

6.

[インスタンス管理] タブの [インスタンス] で、インスタンスが正常に起動したことを確認できます。
当初、インスタンスの状態は Pending です。インスタンスがトラフィックを受信できるようになっ
たら、そのステータスは InService です。[Health Status] 列には、インスタンスのヘルスチェック
の結果が表示されます。

インスタンスの更新のステータスを確認するには (AWS CLI)
次のdescribe-instance-refreshesコマンドを使用して、Auto Scaling グループのインスタンスの更新を表示
します。
aws autoscaling describe-instance-refreshes --auto-scaling-group-name my-asg

出力例:
{

}

"InstanceRefreshes": [
{
"InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Status": "InProgress",
"StartTime": "2020-06-02T18:11:27Z",
"PercentageComplete": 0,
"InstancesToUpdate": 5
},
{
"InstanceRefreshId": "dd7728d0-5bc4-4575-96a3-1b2c52bf8bb1",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Status": "Successful",
"StartTime": "2020-06-02T16:43:19Z",
"EndTime": "2020-06-02T16:53:37Z",
"PercentageComplete": 100,
"InstancesToUpdate": 0
}
]

AWS Command Line Interface (AWS CLI) によりス
キップマッチングを有効にするインスタンス更新の例
デフォルトでは、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスの更新時に Auto Scaling グループのインス
タンスを置き換えることができます。スキップマッチングを有効にすることで、希望の設定が既にあるイ
ンスタンスを置き換えを防ぐことができます。
スキップマッチングによって、より効率的に
• 1 つ以上のテストインスタンスを起動した後、起動設定からデフォルトまたは最新バージョンの起動テ
ンプレートに移行します。
• 不要なインスタンスタイプから、アプリケーションに適したインスタンスタイプに移行します。
• 失敗またはキャンセルしたインスタンスの更新のパートとして、1 つ以上のインスタンスが置き換えら
れた後、変更をロールバックします。

110

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
スキップマッチングを有効にする AWS CLI の例

Note
希望する設定に起動テンプレートが指定されていない限り、起動設定を使用する Auto Scaling グ
ループの更新にスキップマッチング機能を使用することはできません。
以下のAWS CLIの例は、スキップ・マッチングの使用に関するいくつかのシナリオを示しています。これ
らのコマンドの実行中にエラーが発生する場合は、AWS CLI がローカルで最新バージョンに更新されてい
ることを確認してください。
例
• 起動テンプレートのデフォルトバージョンへの移行 (p. 111)
• 起動テンプレートの最新バージョンへの移行 (p. 111)
• スキップマッチングと混合インスタンスグループ (p. 112)
• 起動テンプレートのデフォルトバージョンへの移行 (p. 112)
• 起動テンプレートの最新バージョンへの移行 (p. 112)
• 不要なインスタンスタイプからの移行 (p. 113)

起動テンプレートのデフォルトバージョンへの移行
次の例は、Auto Scaling グループを起動テンプレートのデフォルトバージョンに更新するスタートインス
タンスの更新コマンドを示しています。指定された起動テンプレートのデフォルトバージョンを既に使用
しているインスタンスがある場合、それらは置き換えられません。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DesiredConfiguration": {
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
"Version": "$Default"
}
},
"Preferences": {
"SkipMatching": true
}

成功した場合、このコマンドはインスタンスの更新 ID を含む JSON レスポンスを返します。

起動テンプレートの最新バージョンへの移行
次の例は、Auto Scaling グループを起動テンプレートの最新バージョンに更新するスタートインスタンス
の更新コマンドを示しています。指定された起動テンプレートの最新バージョンを既に使用しているイン
スタンスがある場合、それらは置き換えられません。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容。
{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DesiredConfiguration": {
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}

"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
"Version": "$Latest"
}
},
"Preferences": {
"SkipMatching": true
}

成功した場合、このコマンドはインスタンスの更新 ID を含む JSON レスポンスを返します。

スキップマッチングと混合インスタンスグループ
混合インスタンスグループを更新するには、希望の設定で混合インスタンスポリシーの設定を指定する
必要があります。希望の設定で指定されていない混合インスタンスポリシー パラメータの場合、Amazon
EC2 Auto Scaling はパラメータ値をデフォルト値にリセットします。

起動テンプレートのデフォルトバージョンへの移行
次の例は、混合インスタンスグループを起動テンプレートのデフォルトバージョンに更新するスタートイ
ンスタンスの更新コマンドを示しています。指定された起動テンプレートのデフォルトバージョンを既に
使用しているインスタンスがある場合、それらは置き換えられません。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容。
{

"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"DesiredConfiguration":{
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateId":"lt-068f72b729example",
"Version":"$Default"
},
"Overrides":[
... existing instance types ...
]
},
"InstancesDistribution":{
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity":50,
"SpotAllocationStrategy":"capacity-optimized"
}

}

}
},
"Preferences":{
"SkipMatching":true
}

成功した場合、このコマンドはインスタンスの更新 ID を含む JSON レスポンスを返します。

起動テンプレートの最新バージョンへの移行
次の例は、混合インスタンスグループを起動テンプレートの最新バージョンに更新するスタートインスタ
ンスの更新コマンドを示しています。指定された起動テンプレートの最新バージョンを既に使用している
インスタンスがある場合、それらは置き換えられません。
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aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容。
{

"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"DesiredConfiguration":{
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateSpecification":{
"LaunchTemplateId":"lt-068f72b729example",
"Version":"$Latest"
},
"Overrides":[
... existing instance types ...
]
},
"InstancesDistribution":{
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity":50,
"SpotAllocationStrategy":"capacity-optimized"
}

}

}
},
"Preferences":{
"SkipMatching":true
}

成功した場合、このコマンドはインスタンスの更新 ID を含む JSON レスポンスを返します。

不要なインスタンスタイプからの移行
混合インスタンスグループがある場合、通常、インスタンスのプロビジョンに使用される一連の起動テ
ンプレート オーバーライド（インスタンスタイプ）があります。インスタンスタイプはOverridesセ
クションに含まれています。特定のインスタンスタイプを使用するインスタンスを置き換えることを
Amazon EC2 Auto Scaling に指示するには、希望の設定でOverridesセクションに不要なインスタンスタ
イプを追加する必要はありません。グループ内のインスタンスタイプがOverridesセクションのインスタ
ンスタイプと一致しない場合は、インスタンスの更新のパートとして置き換えられます。インスタンスの
更新では、新しいインスタンスをプロビジョンするインスタンスプールは選択されず、代わりに、割り当
て戦略によって選択されます。
次の例は、希望の設定で指定されたインスタンスタイプと一致しないインスタンスを置き換えることで、
混合インスタンスグループを更新するスタートインスタンスの更新コマンドを示しています。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容。
{

"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"DesiredConfiguration":{
"MixedInstancesPolicy":{
"LaunchTemplate":{
"LaunchTemplateSpecification":{
... existing launch template and version ...
},
"Overrides":[
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{

"InstanceType":"c5.large"

},
{

"InstanceType":"c5a.large"

},
{

"InstanceType":"m5.large"

},
{
}

"InstanceType":"m5a.large"

]
},
"InstancesDistribution":{
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity":50,
"SpotAllocationStrategy":"capacity-optimized"
}

}

}
},
"Preferences":{
"SkipMatching":true
}

成功した場合、このコマンドはインスタンスの更新 ID を含む JSON レスポンスを返します。

インスタンスの更新にチェックポイントを追加する
インスタンスの更新を使用する場合、段階的にインスタンスを置換して、インスタンスで検証を実行でき
るオプションがあります。段階的な置き換えを行うには、チェックポイントを追加します。チェックポイ
ントは、インスタンスの更新が一時停止する時点です。チェックポイントを使用すると、Auto Scaling グ
ループの更新の選択方法をより詳細に管理できます。これにより、アプリケーションが確実かつ予測可能
な方法で機能することを確認できます。
Amazon EC2 Auto Scaling は、チェックポイントごとにイベントを発行します。イベントを Amazon SNS
などのターゲットに送信する EventBridge ルールを追加すると、必要な検証を実行できる場合に通知を受
け取ることができます。詳細については、「インスタンスの更新イベント用の EventBridge ルールを作成
する (p. 327)」を参照してください。
目次
• 考慮事項 (p. 114)
• チェックポイントを有効にする (コンソール) (p. 115)
• チェックポイントを有効にする (AWS CLI) (p. 116)

考慮事項
チェックポイントを使用する際は、次の考慮事項に注意してください。
• 交換されたインスタンスの数が、チェックポイントに対して定義されているしきい値のパーセンテージ
に達すると、チェックポイントに到達します。置換されるインスタンスの割合は、しきい値の割合以上
にすることができますが、以下にすることはできません。
• チェックポイントに到達すると、インスタンスのウォームアップが完了するまで、全体の完了率は最新
のステータスを表示しません。
例えば、Auto Scaling グループにインスタンスが 10 個あるとします。チェックポイントの割合は
[20,50] で、チェックポイントの遅延は 15 分、最小正常率は 80% です。グループは次の置換を実行
します。
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• 0:00: 2 個の古いインスタンスが新しいインスタンスに置換されます。
• 0:10: 2 個の新しいインスタンスがウォームアップを完了します。
• 0:25: 2 個の古いインスタンスが新しいインスタンスに置換されます。(最小正常率を維持するため
に、2 個のインスタンスのみが置換されます)。
• 0:35: 2 個の新しいインスタンスがウォームアップを完了します。
• 0:35: 1 個の古いインスタンスが新しいインスタンスに置換されます。
• 0:45: 1 個の新しいインスタンスがウォームアップを完了します。
0:35 で、オペレーションは新しいインスタンスの起動を停止します。新しいインスタンスがウォーム
アップされていないため、完了率は、完了した置換の数 (50%) を正確に反映していません。新しいイン
スタンスがウォームアップ期間を 0:45 に完了すると、完了率は 50% と表示されます。
• チェックポイントは割合に基づいているため、置換されるインスタンスの数はグループサイズに応じ
て変化します。スケールアウト アクティビティが発生し、グループサイズが大きくなると、進行中の
オペレーションがチェックポイントに再び到達する可能性があります。この場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は別の通知を送信し、チェックポイント間の待機時間を繰り返してから続行します。
• 特定の状況下では、チェックポイントをスキップすることができます。例えば、Auto Scaling グループ
に 2 個のインスタンスがあり、チェックポイントの割合が [10,40,100] だとします。最初のインスタ
ンスが置換された後、Amazon EC2 Auto Scaling は、グループの 50% が置換されたと計算します。50%
は最初の 2 つのチェックポイントよりも高いため、最初のチェックポイント (10) をスキップし、2 番目
のチェックポイント (40) の通知を送信します。
• オペレーションをキャンセルすると、それ以降の置換は行われません。オペレーションをキャンセルす
るか、最後のチェックポイントに到達する前に失敗した場合、すでに置き換えられたインスタンスは前
の設定にロールバックされません。
• 部分更新の場合、オペレーションを再実行すると、Amazon EC2 Auto Scaling は最後のチェックポイン
トから再開せず、古いインスタンスのみが置換されても停止しません。ただし、新しいインスタンスを
ターゲットにする前に、まず古いインスタンスを置換対象とします。

チェックポイントを有効にする (コンソール)
インスタンスの更新を開始する前にチェックポイントを有効にして、増分または段階的なアプローチを使
用し、インスタンスを置換することができます。これにより、検証にさらに時間がかかります。

チェックポイントを使用するインスタンスの更新をスタートするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
Auto Scaling グループページの下部に分割ペインが開きます。

3.

[Instance refresh] (インスタンスの更新) タブの [Active instance refresh] (アクティブインスタンスの更
新) で、[Start instance refresh] (インスタンスの更新を開始する) を選択します。

4.

[Start instance refresh] (インスタンスの更新をスタートする) ページで、[Minimum healthy
percentage] (最小正常率) および [Instance warmup] (インスタンスのウォームアップ) に値を入力しま
す。

5.

[Enable checkpoints] (チェックポイントを有効にする) チェックボックスをオンにします。
これにより、最初のチェックポイントのしきい値をパーセンテージで定義できるボックスが表示され
ます。

6.

[Proceed until ____ % of the group is refreshed] (グループの ____% が更新されるまで続行する) に数値
(1～100) を入力します。これにより、最初のチェックポイントの割合が設定されます。

7.

別のチェックポイントを追加するには、[Add checkpoint (チェックポイントの追加)]を選択し、次の
チェックポイントの割合を定義します。
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8.

9.

チェックポイントに達した後、Amazon EC2 Auto Scaling が待機する時間を指定するには、[Wait for
1 hour between checkpoints (チェックポイント間で待機)]のフィールドを更新します。時間単位
は、時、分、秒のいずれかです。
インスタンスの更新の選択が終了したら、[Start] (スタート) を選択します。

チェックポイントを有効にする (AWS CLI)
AWS CLI を使用してチェックポイントを有効にし、インスタンスの更新を開始するには、以下のパラメー
タを定義する設定ファイルが必要です。
• CheckpointPercentages: 置き換えるインスタンスの割合のしきい値を指定します。これらのし
きい値は、チェックポイントを提供します。置換およびウォームアップされたインスタンスの割合
が指定されたしきい値の 1 つに達すると、オペレーションは指定された期間待機します。待機時間
をCheckpointDelay秒単位で指定します。指定した期間が経過すると、インスタンスの更新は次の
チェックポイント（該当する場合）に到達するまで続行されます。
• CheckpointDelay: チェックポイントに到達してから続行するまでに待機する時間 (秒) を規定しま
す。検証の実行に十分な時間を選択します。
CheckpointPercentages 配列に表示される最後の値は、正常に置換する必要がある Auto Scaling グ
ループの割合を示します。この割合のグループが正常に置換され、各インスタンスがウォームアップされ
て、トラフィックの配信再開の準備が整うと、オペレーションは Successful に移行します。
複数のチェックポイントを作成するには
複数のチェックポイントを作成するには、次の例のスタートインスタンスの更新コマンドを使用します。
この例では、最初に Auto Scaling グループの 1% を更新する、インスタンスの更新を設定します。10 分の
待機後、次の 19% が更新され、さらに 10 分待機します。最後に、オペレーション終了前にグループの残
りの部分が更新されます。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容：
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Preferences": {
"InstanceWarmup": 60,
"MinHealthyPercentage": 80,
"CheckpointPercentages": [1,20,100],
"CheckpointDelay": 600
}

単一のチェックポイントを作成するには
単一のチェックポイントを作成するには、次の例のスタートインスタンスの更新コマンドを使用します。
この例では、最初に Auto Scaling グループの 20% を更新する、インスタンスの更新を設定します。10 分
の待機後、オペレーション終了前にグループの残りの部分が更新されます。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容：
{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Preferences": {
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}

}

"InstanceWarmup": 60,
"MinHealthyPercentage": 80,
"CheckpointPercentages": [20,100],
"CheckpointDelay": 600

Auto Scaling グループを部分的に更新するには
Auto Scaling グループの一部のみを置換して完全に停止させるには、次の例の [start-instance-refresh] コマ
ンドを使用します。この例では、最初に Auto Scaling グループの 1% を更新する、インスタンスの更新を
設定します。10 分の待機後、オペレーション終了前に次の 19% が更新されます。
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json

config.json の内容：
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Preferences": {
"InstanceWarmup": 60,
"MinHealthyPercentage": 80,
"CheckpointPercentages": [1,20],
"CheckpointDelay": 600
}

インスタンスの最大存続期間に基づいて Auto Scaling
インスタンスを置き換える
インスタンスの最大有効期間は、インスタンスが終了し置き換えられるまでに稼働できる最大時間 (秒単
位) を指定します。一般的なユースケースでは、内部のセキュリティポリシーや外部のコンプライアンス
コントロールにより、スケジュールどおりにインスタンスを置換する要件がある場合があります。
86,400 秒 (1 日) 以上の値を指定する必要があります。以前に設定した値をクリアするには、新しい値 0 を
指定します。この設定は、Auto Scaling グループの現在および今後のすべてのインスタンスに適用されま
す。
この値を低く設定しすぎると、インスタンスが希望よりも速く置き換えられる可能性があります。一般的
に、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを一度に 1 つずつ置換し、置換の間に一時停止します。
ただし、指定した最大インスタンスライフタイムが、各インスタンスを個別に置換するために十分な時間
ではない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は一度に複数のインスタンスを置換する必要があります。Auto
Scaling グループの現在の容量の最大 10% まで、複数のインスタンスが置換される場合があります。
置き換えのレートを管理するには、次の操作を行います。
• インスタンスの最大ライフタイム制限をより長い時間に設定します。この置換の配置は、置換するイン
スタンスの数が多いグループに有効です。
• インスタンスの保護を使用して、特定の置換の間にさらに時間を追加します。これにより、Auto
Scaling グループ内の個々のインスタンスが置換されるのを一時的に阻止します。これらのインスタンス
を置き換える準備ができたら、個々のインスタンスからインスタンスの保護を解除します。詳細につい
ては、「インスタンスのスケールイン保護を使用する (p. 248)」を参照してください。

Note
古いインスタンスが置換され、新しいインスタンスが起動するたびに、新しいインスタンスは現
在 Auto Scaling グループに関連付けられている起動テンプレートまたは起動設定を使用します。
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起動テンプレートまたは起動設定でアプリケーションのバージョンが異なる AMI ID が指定されて
いる場合、このバージョンのアプリケーションが自動的にデプロイされます。

最大インスタンスライフタイムを設定する
コンソールで Auto Scaling グループを作成する場合、インスタンスの最大ライフタイムを設定することは
できません。ただし、グループ作成後に、グループを編集してインスタンスの最大ライフタイムを設定で
きます。

グループの最大インスタンスライフタイムを設定するには (コンソール)
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部に分割ペインが開き、選択したグループに
関する情報が表示されます。

3.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

4.

[Maximum instance lifetime] (最大インスタンス有効期間) に、インスタンスが稼働できる最大秒数を入
力します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

[Activity history] (アクティビティ履歴) の [Activity] (アクティビティ) タブでは、履歴全体にグループのイン
スタンスの置換を表示できます。
グループの最大インスタンスライフタイムを設定するには (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、新規または既存の Auto Scaling グループの最大インスタンスライフタイムを設定で
きます。
新しい Auto Scaling グループでは、create Auto Scaling グループコマンドを実行します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

次の例は、インスタンスの最大有効期間を 2592000 秒 (30 日) で示す config.json ファイルです。
{

}

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"MaxInstanceLifetime": 2592000,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
"Tags": []

既存の Auto Scaling グループについては、update Auto Scaling グループコマンドを実行します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-existing-asg --maxinstance-lifetime 2592000

Auto Scaling グループの最大インスタンス有効期間を確認するには
describe Auto Scaling グループコマンドを実行します。
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aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

}

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Latest"
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 1,
"DefaultCooldown": 300,
"AvailabilityZones": [
"us-west-2a",
"us-west-2b",
"us-west-2c"
],
"LoadBalancerNames": [],
"TargetGroupARNs": [],
"HealthCheckType": "EC2",
"HealthCheckGracePeriod": 0,
"Instances": [
{
"InstanceId": "i-04d180b9d5fc578fc",
"InstanceType": "t2.small",
"AvailabilityZone": "us-west-2b",
"LifecycleState": "Pending",
"HealthStatus": "Healthy",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "7"
},
"ProtectedFromScaleIn": false
}
],
"CreatedTime": "2019-11-14T22:56:15.487Z",
"SuspendedProcesses": [],
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
"EnabledMetrics": [],
"Tags": [],
"TerminationPolicies": [
"Default"
],
"NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
"ServiceLinkedRoleARN": "arn",
"MaxInstanceLifetime": 2592000
}
]

制約事項
• すべてのインスタンスで最大ライフタイムが正確であるとは限りません: インスタンスが置き換えられる
のは、最大期間が終了したときだけとは限りません。状況によっては、最大インスタンス有効期間パラ
メータを更新した直後に、Amazon EC2 Auto Scaling によってインスタンスの置き換えをスタートする
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必要がある場合があります。この動作の理由は、すべてのインスタンスを同時に置き換えることを避け
ることです。
• インスタンスが起動前に終了する: Auto Scaling グループにインスタンスが 1 つしかない場合、最大イン
スタンス有効期間の機能により停止することがあります。これは、Amazon EC2 Auto Scaling はインス
タンスを終了させてから新しいインスタンスを起動するためです。

Auto Scaling インフラストラクチャを削除する
スケーリングインフラストラクチャを完全に削除するには、次のタスクを実行します。
タスク
• Auto Scaling グループの削除 (p. 120)
• (オプション) 起動設定の削除 (p. 121)
• (オプション) 起動テンプレートの削除 (p. 121)
• (オプション) ロードバランサーとターゲットグループの削除 (p. 122)
• (オプション) CloudWatch アラームの削除 (p. 122)

Auto Scaling グループの削除
Auto Scaling グループを削除すると、目的の値、最小値、および最大値は 0 に設定されます。その結果、
インスタンスは削除されます。インスタンスを削除すると、関連するログまたはデータ、およびインスタ
ンスのすべてのボリュームも削除します。1 つ以上のインスタンスを終了しない場合は、Auto Scaling グ
ループを削除する前にこれらをデタッチすることができます。グループにスケーリングポリシーがある場
合、グループを削除すると、ポリシー、基盤となるアラームアクション、および関連付けられたアクショ
ンがなくなったアラームが削除されます。

Auto Scaling グループを削除するには（コンソール）
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択して、削除を選びます。

3.

確認を求められたら、delete を入力して指定された Auto Scaling グループの削除を確認し、[Delete]
(削除) を選択します。
[Name (名前)] 列のロードアイコンに、Auto Scaling グループが削除されたことが示されま
す。[Desired] (希望する)、[Min] (最小)、[Max] (最大) 列には、Auto Scaling グループの 0 インスタン
スが表示されます。インスタンスを終了し、グループを削除するには数分かかります。リストを更新
して、現在の状態を確認します。

Auto Scaling グループを削除するには (AWS CLI)
次の delete-auto-scaling-group コマンドを使用して Auto Scaling グループを削除します。この操作は、グ
ループに EC2 インスタンスがある場合は機能せず、インスタンスがゼロのグループにのみ適用されます。
aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg

実行中のインスタンスまたはスケーリングアクティビティがグループにある場合は、delete-auto-scalinggroup コマンドを --force-delete オプションで使用します。これにより、EC2 インスタンスも終了し
ます。Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Auto Scaling グループを削除すると、コンソールはこの
操作を使用してすべての EC2 インスタンスを終了すると同時にグループを削除します。
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aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --force-delete

(オプション) 起動設定の削除
今後使用できるように起動設定を保存するには、このステップをスキップします。

起動設定を削除するには (コンソール)
1.

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の [Auto Scaling] で、[Launch Configurations (起動設定)] を選択します。

3.

[Launch configurations] ページで起動設定を選択して、[Actions]、[Delete launch configuration] を選択
します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

起動設定を削除するには (AWS CLI)
以下の delete-launch-configuration コマンドを使用します。
aws autoscaling delete-launch-configuration --launch-configuration-name my-launch-config

(オプション) 起動テンプレートの削除
起動テンプレートを削除することも、1 つの起動テンプレートバージョンを削除することもできます。起
動テンプレートを削除すると、そのすべてのバージョンが削除されます。
このステップをスキップして、後で使用するために起動テンプレートを維持することもできます。

起動テンプレートを削除するには (コンソール)
1.

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、[インスタンス] の [テンプレートの起動] を選択します。

3.

起動テンプレートを選択し、次のいずれかの操作を行います。
• [アクション]、[テンプレートの削除] の順に選択します。確認を求められたら、Delete を入力して
指定した起動テンプレートの削除を確認し、[Delete] (削除) を選択します。
• [アクション]、[Delete template version (テンプレートのバージョンの削除)] の順に選択します。削
除するバージョンを選択し、[削除] を選択します。

起動テンプレートを削除するには (AWS CLI)
次の delete-launch-template コマンドを使用して、テンプレートとそのすべてのバージョンを削除しま
す。
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-068f72b72934aff71

または、 delete-launch-template-versions コマンドを使用して特定の起動テンプレートのバージョンを削
除することもできます。
aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b72934aff71 -versions 1
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(オプション) ロードバランサーとターゲットグループ
の削除
Auto Scaling グループが Elastic Load Balancing ロードバランサーに関連付けされていない場合、または今
後使用できるようにロードバランサーを維持する場合、このステップをスキップします。

ロードバランサーを削除するには (コンソール)
1.

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の [ロードバランシング] で [ロードバランサー] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択してから、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

ターゲットグループを削除するには (コンソール)
1.

ナビゲーションペインの [ Load Balancing (ロードバランシング) ] で [ Target Groups (ターゲットグ
ループ) ] を選択します。

2.

ターゲットグループを選択し、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

Auto Scaling グループに関連付けられているロードバランサーを削除するには (AWS CLI)
Application Load Balancer および Network Load Balancer では、次の Delete-Load Balancing および
delete-target-group コマンドを使用します。
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn my-load-balancer-arn
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn my-target-group-arn

Classic Load Balancer を削除するには、次の delete-load-balancer コマンドを使用します。
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer

(オプション) CloudWatch アラームの削除
Auto Scaling グループに関連付けられた CloudWatch アラームを削除するには、次のステップを実行しま
す。
Auto Scaling グループが CloudWatch アラームに関連付けられていない場合、または今後使用できるよう
にアラームを維持する場合、このステップはスキップします。

Note
Auto Scaling グループを削除すると、Amazon EC2 Auto Scaling がターゲット追跡スケーリング
ポリシーのために管理する CloudWatch アラームが自動的に削除されます。

CloudWatch アラームを削除するには (コンソール)
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[アラーム] を選択します。

3.

アラームを選び、[Action (アクション)]、[Delete (削除)] を選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。
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CloudWatch アラームを削除するには (AWS CLI)
delete-alarms コマンドを使用します。1 つ以上のアラームを一度に削除することができます。たとえば、
次のコマンドを使用して Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity アラームおよび Step-ScalingAlarmLow-RemoveCapacity アラームを削除します。
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity Step-ScalingAlarmLow-RemoveCapacity
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Auto Scaling グループのサイズをス
ケールする
スケーリングは、アプリケーションのコンピューティングキャパシティーを増減する機能です。スケー
リングは、Auto Scaling グループに Amazon EC2 インスタンスの起動または終了を指示するイベント (ス
ケーリングアクション) で始まります。
Amazon EC2 Auto Scaling では、アプリケーションのニーズを最大限に満たすようにさまざまな方法でス
ケーリングを調整できます。そのため、アプリケーションを十分に理解していることが重要です。次の考
慮事項に注意が必要です。
• どのような役割を Amazon EC2 Auto Scaling がアプリケーションのアーキテクチャで果たすか。自動ス
ケーリングはキャパシティーの増減手段として考えるのが一般的ですが、一定数のサーバーを維持する
場合にも便利です。
• どのようなコストの制約がお客様にとって重要か。Amazon EC2 Auto Scaling は EC2 インスタンスを使
用するため、ユーザーがリソースを使用した分に対してのみ支払いが発生します。コストの制約を知る
ことは、アプリケーションをスケーリングするタイミングと量を決定するときに役立ちます。
• アプリケーションにとって重要なメトリクスは何ですか？ Amazon CloudWatch は、Auto Scaling グ
ループで使用できるさまざまなメトリクスをサポートします。
目次
• スケーリングのオプション (p. 124)
• Auto Scaling グループにキャパシティーの制限を設定する (p. 125)
• Auto Scaling グループで固定数のインスタンスを維持する (p. 127)
• Amazon EC2 Auto Scaling の手動スケーリング (p. 127)
• Amazon EC2 Auto Scaling の動的スケーリング (p. 137)
• Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリング (p. 174)
• Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)
• Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)
• Amazon EC2 Auto Scaling のウォームプール (p. 227)
• スケールイン中に終了する Auto Scaling インスタンスを制御する (p. 238)
• Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に削除する (p. 251)
• Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開する (p. 255)

スケーリングのオプション
Amazon EC2 Auto Scaling では、Auto Scaling グループをスケーリングする方法を用意しています。
現在のインスタンスレベルの常時維持
実行中のインスタンスの指定された数を常に維持するように Auto Scaling グループを設定できます。現在
のインスタンスレベルを維持するために、Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループ内で実行
中のインスタンスで定期的なヘルスチェックを実行します。Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンス
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に異常があると判断すると、そのインスタンスを終了して新しいインスタンスを起動します。詳細につい
ては、「Auto Scaling グループで固定数のインスタンスを維持する (p. 127)」を参照してください。
手動でスケールする
手動スケーリングは、リソースをスケーリングする最も基本的な方法です。ここでは、Auto Scaling グ
ループの最大キャパシティー、最小キャパシティー、または Auto Scaling グループにおける希望するキャ
パシティーの変更のみを指定します。Amazon EC2 Auto Scaling は、更新されたキャパシティーを維持
するためにインスタンスを作成または終了するプロセスを管理します。詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling の手動スケーリング (p. 127)」を参照してください。
スケジュールに基づくスケーリング
スケジュールに基づくスケーリングとは、日付と時刻に基づいて自動的に実行されるスケーリングアク
ションのことです。グループのインスタンスの数を増減しなければならない状況が予測可能なスケジュー
ルで発生するため、いつその数を増減すべきかが正確にわかっている場合に、このスケーリング方法は便
利です。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)」を
参照してください。
需要に基づくスケーリング
動的なスケーリングを使用して、リソースをスケーリングする高度な方法では、需要の変化に応じて Auto
Scaling グループを動的にサイズ変更するスケーリングポリシーを定義できます。たとえば、現在 2 つの
インスタンスで実行されているウェブアプリケーションがあり、アプリケーションの負荷が変化しても
Auto Scaling グループの CPU 使用率を約 50% に維持する必要があるとします。この方法は、いつ条件
が変化するかが不明である場合に、変化する条件に応じてスケールするために役立ちます。Amazon EC2
Auto Scaling をユーザーに対応するようにセットアップできます。詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling の動的スケーリング (p. 137)」を参照してください。
予測スケーリングの使用
また、予測スケーリングと動的スケーリング (それぞれ予防的アプローチと対処的アプローチ) を組み合わ
せて EC2 のキャパシティを高速スケールできます。予測スケーリングを使用して、トラフィックフローの
日次および週次のパターンに先立って Auto Scaling グループ内の EC2 インスタンスの数を増やします。
詳しくは、「Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリング (p. 174)」を参照してください。

Auto Scaling グループにキャパシティーの制限を設
定する
キャパシティ制限は、Auto Scaling グループで希望する最小および最大グループサイズを表します。最小
サイズと最大サイズに制限を個別に設定します。
グループで希望するキャパシティは、最小および最大サイズの制限内の数値でサイズ変更できます。希望
するキャパシティは、グループの最小サイズ以上、最大サイズ以下である必要があります。
• 希望するキャパシティ: Auto Scaling グループ作成時の初期キャパシティを表します。Auto Scaling グ
ループは希望するキャパシティを維持しようとします。まず、希望するキャパシティに指定された数の
インスタンスを起動します。Auto Scaling グループにスケーリングポリシーまたはスケジュールされた
アクションがアタッチされていない限り、このインスタンス数が維持されます。
• 最小キャパシティ: 最小グループサイズを表します。スケーリングポリシーが設定されている場
合、Auto Scaling グループでは、希望するキャパシティを最小サイズ制限よりも小さくすることはでき
ません。
• 最大キャパシティ: 最大グループサイズを表します。スケーリングポリシーが設定されている場
合、Auto Scaling グループでは、希望するキャパシティを最大サイズ制限よりも大きくすることはでき
ません。
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最小および最大サイズの制限は、次のシナリオにも適用されます。
• 希望するキャパシティを更新してAuto Scaling グループを手動でスケールする場合。
• 希望するキャパシティを更新する、スケジュールされたアクションが実行される場合。グループに新し
い最小および最大サイズ制限を指定せずにスケジュールされたアクションを実行すると、グループの現
在の最小サイズ制限と最大サイズ制限が適用されます。
Auto Scaling グループは常に、希望するキャパシティを維持しようとします。インスタンスが予期せず終
了した場合 (スポットインスタンスの中断、ヘルスチェックの失敗、人為的なアクションなど)、グループ
は自動的に新しいインスタンスを起動して、希望するキャパシティを維持します。

コンソールでこれらの設定を変更するには
1.

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の Auto Scaling で、[Auto Scaling Groups] (Auto Scaling グループ) を選択しま
す。

3.

Auto Scaling グループページで、Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスをオンにしま
す。
ページの下部にスプリットペインが開きます。

4.

下のペインでは、[Details (詳細)] タブで、最小キャパシティー、最大キャパシティー、希望するキャ
パシティーの現在の設定を表示または変更します。詳細については、「Auto Scaling グループのサイ
ズを変更する (コンソール) (p. 127)」を参照してください。

[Details] (詳細) ペインの上部には、Auto Scaling グループの現在のインスタンス数、最小キャパシティ、
最大キャパシティ、希望するキャパシティ、ステータス列などの情報が表示されます。Auto Scaling グ
ループがインスタンスの重み付けを使用する場合、希望するキャパシティに寄与するキャパシティユニッ
ト数も表示されます。
一覧から列を追加または削除するには、ページ上部にある設定アイコンを選択します。次に、[Auto
Scaling groups attributes] (Auto Scaling グループの属性) で各列のオンとオフを指定して、[Confirm] (確認)
を選択します。
変更後に Auto Scaling グループのサイズを確認するには
[Instances (インスタンス)] 列には、現在実行中のインスタンスの数が表示されます。インスタンスの起
動または終了中は、[Status (ステータス)] 列に次のイメージで示すように「Updating capacity (キャパシ
ティーの更新)」というステータスが表示されます。

数分待ってから、ビューを更新して最新のステータスを確認します。スケーリングアクティビティが完了
すると、[Instances] (インスタンス) 列に更新された値が表示されます。
[Instances] (インスタンス) の [Instance management] (インスタンス管理) タブから、インスタンス数、お
よび現在実行されているインスタンスのステータスを表示できます。

Note
Service Quotas を使用して、AWS アカウント の EC2 インスタンスと他のリソースの合計キャパ
シティ制限を更新できます。Service Quotas コンソールでは、利用可能な Service Quotas をす
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べて表示し、それらの引き上げをリクエストできます。詳細については、「Service Quotas ユー
ザーガイド」の「Requesting a quota increase」(クォータ引き上げのリクエスト) を参照してくだ
さい。

Auto Scaling グループで固定数のインスタンスを維
持する
Amazon EC2 Auto Scaling では、Auto Scaling グループが固定サイズを維持するための設定が可能です。
その後、アプリケーションのトラフィックの変化に対応するために、そのグループに必要なキャパシ
ティーを調整するか、グループに対し Amazon EC2 インスタンスを手作業で追加または削除するかどうか
を選択できます。
固定数のインスタンスが必要な場合、そのためには、最小キャパシティー、最大キャパシティー、希望す
るキャパシティーに同じ値を設定します。Auto Scaling グループを作成したら、希望するキャパシティー
を満たすのに十分なインスタンスの起動によってグループが開始されます。Auto Scaling グループに他の
スケーリング条件がアタッチされていない場合、そのグループでは、実行するインスタンスの数が常に同
じ値に維持されます。
インスタンスに異常が発生した場合でも、Auto Scaling グループで維持されるインスタンスの数は変化し
ません。Amazon EC2 Auto Scaling は、各 Auto Scaling インスタンスの状態をモニタリングします。イン
スタンスが正常でなくなったと認識されると、そのインスタンスは終了され、新しいインスタンスが起動
されます。インスタンスはさまざまな理由により、ヘルスチェックに失敗することがあります。詳細につ
いては、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling の手動スケーリング
既存の Auto Scaling グループのサイズはいつでも手動で変更できます。Auto Scaling グループの希望す
るキャパシティーを更新するか、Auto Scaling グループにアタッチされているインスタンスを更新できま
す。グループの手動スケーリングは、自動スケーリングが不要な場合や、キャパシティーをインスタンス
の固定数に保持する必要がある場合に役立ちます。

Auto Scaling グループのサイズを変更する (コンソー
ル)
Auto Scaling グループの希望するキャパシティーを変更する場合、Amazon EC2 Auto Scaling は新しいグ
ループサイズを維持するために、インスタンスの起動または終了プロセスを管理します。
以下の例では、最小サイズが 1 で、最大サイズが 5 である Auto Scaling グループを作成したことを前提と
しています。したがって、このグループでは現在インスタンスを実行中です。

Auto Scaling グループのサイズを変更するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[グループの詳細]、[編集] の順に選択します。

4.

[Desired capacity (希望するキャパシティー)] で、希望するキャパシティーを 1 つ増やします。現在の
値が 1 の場合、2 と入力します。
127

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
Auto Scaling グループのサイズを変更する (AWS CLI)

希望するキャパシティーは、グループの最大サイズと同じかそれ以下である必要があります。
[Desired capacity (希望するキャパシティー)] の新しい値が、[Maximum capacity (最大キャパシ
ティー)] より大きい場合は、[Maximum capacity (最大キャパシティー)] を更新する必要があります。
5.

完了したら、[更新] を選択します。

ここで、Auto Scaling グループが 1 つの追加のインスタンスを起動したことを確認します。

Auto Scaling グループのサイズが変更されたことを確認するには
1.

[Activity (アクティビティ)] タブの [Activity history (アクティビティ履歴)] では、[Status (ステータス)]
列にインスタンスの現在のステータスが表示されます。インスタンスのステータスが [Successful (成
功)] に変わるまで、更新ボタンを使用します。これは、Auto Scaling グループが新しいインスタンス
を正常に起動したことを示します。

Note
インスタンスの起動に失敗した場合は、「Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティ
ングする (p. 375)」でトラブルシューティングのヒントを見つけることができます。
2.

[Instance management (インスタンス管理)] タブにある、[Instances (インスタンス)] の [Lifecycle (ラ
イフサイクル)] 列にインスタンスの状態が表示されます。インスタンスの起動には短時間かかりま
す。インスタンスが起動されると、状態は InService に変わります。Auto Scaling グループによっ
て 1 つの新しいインスタンスが起動され、そのインスタンスが InService 状態になっていることを
確認できます。

Auto Scaling グループのサイズを変更する (AWS CLI)
Auto Scaling グループのサイズを変更する場合、Amazon EC2 Auto Scaling は新しいグループサイズを維
持するために、インスタンスの起動または終了プロセスを管理します。デフォルトの動作ではデフォルト
のクールダウン期間が完了するまで待機されませんが、デフォルトを上書きしてクールダウン期間が完了
するまで待機されるようにできます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングクー
ルダウン (p. 158)」を参照してください。
以下の例では、最小サイズが 1 で、最大サイズが 5 である Auto Scaling グループを作成したことを前提と
しています。したがって、このグループでは現在インスタンスを実行中です。
Auto Scaling グループのサイズを変更するには
以下の例に示すように、set-desired-capacity コマンドを使用して Auto Scaling グループのサイズを変更し
ます。
aws autoscaling set-desired-capacity --auto-scaling-group-name my-asg \
--desired-capacity 2

Auto Scaling グループのデフォルトのクールダウン期間を受け入れることを選択した場合は、以下の例に
示しているように –-honor-cooldown オプションを指定する必要があります。
aws autoscaling set-desired-capacity --auto-scaling-group-name my-asg \
--desired-capacity 2 --honor-cooldown

Auto Scaling グループのサイズを確認するには
以下の例のように、describe-auto-scaling-groups コマンドを使用して、Auto Scaling グループのサイズが
変更されたことを確認します。
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aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に示すのは、グループおよび起動されたインスタンスの詳細を含む出力例です。
{

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"ServiceLinkedRoleARN": "arn",
"TargetGroupARNs": [],
"SuspendedProcesses": [],
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"Tags": [],
"EnabledMetrics": [],
"LoadBalancerNames": [],
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DefaultCooldown": 300,
"MinSize": 1,
"Instances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "Pending"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "InService"
}
],
"MaxSize": 5,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-c87f2be0",
"HealthCheckGracePeriod": 300,
"TerminationPolicies": [
"Default"
],
"CreatedTime": "2019-03-18T23:30:42.611Z",
"AvailabilityZones": [
"us-west-2a"
],
"HealthCheckType": "EC2",
"NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
"DesiredCapacity": 2
}
]
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}

DesiredCapacity が新しい値を示していることに注意してください。また、Auto Scaling グループに
よって追加のインスタンスが起動されています。

Auto Scaling グループに EC2 インスタンスをアタッ
チする
Amazon EC2 Auto Scaling では、1 つ以上の EC2 インスタンスを既存のAuto Scaling グループにアタッチ
するオプションが用意されています。インスタンスがアタッチされると、Auto Scaling グループの一部と
見なされます。
インスタンスをアタッチするときは、次の点を考慮してください。
• インスタンスをアタッチすると、アタッチされるインスタンスの数によって、グループの必要なキャパ
シティーは増加します。アタッチするインスタンスの数と希望するキャパシティーがグループの最大サ
イズを超える場合、リクエストは失敗します。
• インスタンスをロードバランサーターゲットグループまたは Classic Load Balancer にアタッチした
Auto Scaling グループにアタッチする場合、インスタンスはロードバランサーに登録されます。
アタッチするインスタンスについては、次の条件を満たす必要があります。
• インスタンスが Amazon EC2 で running 状態であること。
• インスタンスの起動に使用する AMI が引き続き存在していること。
• インスタンスは他の Auto Scaling グループのメンバーではありません。
• インスタンスは、Auto Scaling グループで定義されているいずれかのアベイラビリティーゾーンに起動
されます。
• Auto Scaling グループにアタッチされたロードバランサーターゲットグループまたは Classic Load
Balancer がある場合は、インスタンスおよびロードバランサーは両方とも同じ VPC にある必要があり
ます。

インスタンスをアタッチする (コンソール)
インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチするには、以下の手順を使用します。

既存の Auto Scaling グループにインスタンスをアタッチするには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

(オプション) ナビゲーションペインの [Auto Scaling] で、[Auto Scaling グループ] を選択します。Auto
Scaling グループを選択し、Auto Scaling グループの最大サイズが別のインスタンスを追加できる十分
な大きさであることを確認します。大きさが十分でない場合は、[詳細] タブで最大キャパシティーを
増やします。

3.

ナビゲーションペインの [Instances] (インスタンス) で [Instances] (インスタンス) を選択してから、
インスタンスを選択します。

4.

[Actions]、[Instance Settings]、[Attach to Auto Scaling Group] の順に選択します。

5.

[Attach to Auto Scaling Group (Auto Scaling Group にアタッチ)] ページで、[Auto Scaling group (Auto
Scalingグループ)] を選択し、[Attach (アタッチ)] を選択します。

6.

インスタンスがこの基準を満たさない場合、エラーメッセージとその詳細が表示されます。たとえ
ば、インスタンスが Auto Scaling グループと同じアベイラビリティーゾーンにない可能性がありま
す。[Close (閉じる)] を選択して、条件を満たすインスタンスでもう一度試してください。
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インスタンスをアタッチする (AWS CLI)
インスタンスを Auto Scaling グループにアタッチするには、以下の手順を使用します。
次の例では、次の設定で Auto Scaling グループを使用しています:
• Auto Scaling グループ名 = my-asg
• 最小サイズ = 1
• 最大サイズ = 5
• 希望するキャパシティー ＝ 2

Auto Scaling グループにインスタンスをアタッチするには
1.

以下を使用して、特定の Auto Scaling グループについて説明する scaling-groups コマンドを実行しま
す。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg

以下のレスポンスの例では、希望するキャパシティーが 2 で、グループには実行中のインスタンスが
2 つあることが示されています。
{

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"ServiceLinkedRoleARN": "arn",
"TargetGroupARNs": [],
"SuspendedProcesses": [],
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"Tags": [],
"EnabledMetrics": [],
"LoadBalancerNames": [],
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DefaultCooldown": 300,
"MinSize": 1,
"Instances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "Pending"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
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"InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "InService"

}

2.

]

}

}
],
"MaxSize": 5,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-c87f2be0",
"HealthCheckGracePeriod": 300,
"TerminationPolicies": [
"Default"
],
"CreatedTime": "2019-03-18T23:30:42.611Z",
"AvailabilityZones": [
"us-west-2a"
],
"HealthCheckType": "EC2",
"NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
"DesiredCapacity": 2

以下の [attach-instances]コマンドを使用して Auto Scaling グループにインスタンスをアタッチします
aws autoscaling attach-instances --instance-ids i-0787762faf1c28619 --auto-scalinggroup-name my-asg

3.

インスタンスがアタッチされていることを確認するには、以下の [describe-auto-scaling-groups]コマ
ンドを使用します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg

次の応答の例は、希望するキャパシティーが、インスタンスが 1 個増加し、新しいキャパシティーが
3 になったことと、新しいインスタンス i-0787762faf1c28619 があることを示しています。
{

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupARN": "arn",
"ServiceLinkedRoleARN": "arn",
"TargetGroupARNs": [],
"SuspendedProcesses": [],
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"Tags": [],
"EnabledMetrics": [],
"LoadBalancerNames": [],
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DefaultCooldown": 300,
"MinSize": 1,
"Instances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
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},
{

},
{

}

]

}

"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "Pending"
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "InService"
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0787762faf1c28619",
"HealthStatus": "Healthy",
"LifecycleState": "InService"

}
],
"MaxSize": 5,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-c87f2be0",
"HealthCheckGracePeriod": 300,
"TerminationPolicies": [
"Default"
],
"CreatedTime": "2019-03-18T23:30:42.611Z",
"AvailabilityZones": [
"us-west-2a"
],
"HealthCheckType": "EC2",
"NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
"DesiredCapacity": 3

Auto Scaling グループからの EC2 インスタンスのデ
タッチ
InService 状態にあるインスタンスは、Auto Scaling グループから削除 (デタッチ) することができま
す。インスタンスをデタッチした後、Auto Scaling グループの残りのメンバーとは別にそれらのインスタ
ンスを管理できます。インスタンスをデタッチすることで、以下のことを行えます。
• インスタンスを 1 つの Auto Scaling グループから移動して別のグループにアタッチします。詳細につい
ては、「Auto Scaling グループに EC2 インスタンスをアタッチする (p. 130)」を参照してください。
• アプリケーションを実行している既存のインスタンスを使用して Auto Scaling グループを作成し、テス
トします。テストが完了したら、Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチできます。
インスタンスをデタッチするときは、次の点を考慮してください。
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• デタッチするインスタンス数によって Auto Scaling グループのサイズが最低キャパシティーを下回る場
合、インスタンスをデタッチする前にグループの最低キャパシティーを減らす必要があります。
• インスタンスをデタッチするときは、デタッチするインスタンスの数を Auto Scaling グループの希
望するキャパシティーから減らすことができます。キャパシティーを減らさない場合、Amazon EC2
Auto Scaling はデタッチするインスタンスに置き換わる新しいインスタンスを起動します。キャパ
シティーを減らして、同一アベイラビリティーゾーンから複数のインスタンスをデタッチする場合
は、AZRebalance プロセスを中断しない限り、Amazon EC2 Auto Scaling はアベイラビリティーゾー
ンを再調整できます。詳しくは、「Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開する (p. 255)」を
参照してください。
• ロードバランサーターゲットグループまたは Classic Load Balancer にアタッチした Auto Scaling グ
ループからインスタンスをデタッチすると、インスタンスはロードバランサーから登録解除されます。
ロードバランサーで Connection Draining (登録解除の遅延) が有効になっている場合、Amazon EC2
Auto Scaling は未処理のリクエストが完了するまで待機します。

Note
Standby 状態にあるインスタンスをデタッチする場合は注意してください。Standby 状態にし
たインスタンスをデタッチしようとすると、他のインスタンスが予期せず終了することがありま
す。

インスタンスをデタッチする (コンソール)
Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチするには、以下の手順を使用します。

既存の Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Instances (インスタンス)] でインスタンスを選択
し、[Actions (アクション)]、[Detach (デタッチ)] の順に選択します。

4.

代わりのインスタンスを起動する場合、[Detach instance (インスタンスのデタッチ)] ダイアログボッ
クスでチェックボックスを選択し、代わりのインスタンスを起動するか、必要なキャパシティーを減
らす場合はチェックボックスをオフのままにしておきます。[Detach instance (インスタンスのデタッ
チ)] を選択します。

インスタンスをデタッチする (AWS CLI)
Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチするには、以下の手順を使用します。
次の例では、次の設定で Auto Scaling グループを使用しています:
• Auto Scaling グループ名 = my-asg
• 最小サイズ = 1
• 最大サイズ = 5
• 希望するキャパシティー = 4

既存の Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチするには
1.

次の describe-auto-scaling-instances コマンドを使用して、現在のインスタンスを一覧表示します。
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aws autoscaling describe-auto-scaling-instances

次の応答例では、グループに実行中のインスタンスが 4 個あることが示されています。
{

}

"AutoScalingInstances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0787762faf1c28619",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0f280a4c58d319a8a",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
}
]
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2.

次の detach-instances コマンドを使用して、インスタンスをデタッチし、使用する希望のキャパシ
ティーを減らします。
aws autoscaling detach-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 \
--auto-scaling-group-name my-asg --should-decrement-desired-capacity

3.

次の describe-auto-scaling-instances コマンドを使用して、現在のインスタンスをデタッチすること
を検証します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances

次の応答例では、実行中のインスタンスが 3 個になったことが示されています。
{

}

"AutoScalingInstances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0787762faf1c28619",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-0f280a4c58d319a8a",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
}
]
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Amazon EC2 Auto Scaling の動的スケーリング
動的スケーリングは、トラフィックの変化に応じて Auto Scaling グループのキャパシティをスケールしま
す。
Amazon EC2 Auto Scaling は、以下のタイプの動的スケーリングポリシーをサポートしています:
• ターゲット追跡スケーリング - Amazon CloudWatch メトリクスおよびターゲット値に基づいて、グルー
プの現在のキャパシティを増減させます。これはサーモスタットで家の温度を管理する方法と似ていま
す (温度を選択すれば、後はサーモスタットがすべてを実行します)。
• ステップスケーリング - アラーム違反の規模に応じて変動する一連のスケーリング調整値 (ステップ調整
値) に基づいて、グループの現在のキャパシティを増減させます。
• シンプルなスケーリング - 1 つのスケーリング調整値に基づいて、各スケーリングアクティビティ間の
クールダウン期間により、グループの現在のキャパシティを増減させます。
Auto Scaling グループ内のインスタンス数に比例して増減するメトリクスに基づいてスケールする場合
は、ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用することをお勧めします。それ以外の場合は、ステップ
スケーリングポリシーを使用することをお勧めします。
ターゲット追跡により、Auto Scaling グループは、アプリケーションの実際の負荷に正比例してスケール
します。つまり、ターゲット追跡ポリシーは、負荷の変化に対応するキャパシティの緊急のニーズを満た
すだけでなく、季節変動などにより経時的に発生する負荷の変化にも対応できます。
デフォルトでは、新しい Auto Scaling グループはスケーリングポリシーなしで開始されます。動的スケー
リングを一切使用せずに Auto Scaling グループを使用すると、スケジュールされたスケーリングまたは予
測スケーリングを設定しない限り、Auto Scaling グループは単独ではスケーリングを行いません。
目次
• 動的スケーリングポリシーが機能する方法 (p. 137)
• 複数の動的スケーリングポリシー (p. 138)
• Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットトラッキングスケーリングポリシー (p. 139)
• Amazon EC2 Auto Scaling のステップおよび簡易スケーリングポリシー (p. 145)
• インスタンスのウォームアップまたはスケーリングのクールダウンのデフォルト値を設定す
る (p. 155)
• Amazon SQS に基づくスケーリング (p. 162)
• Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティを検証する (p. 167)
• Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを無効化する (p. 168)
• スケーリングポリシーを削除する (p. 170)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) のスケーリングポリシーの例 (p. 172)

動的スケーリングポリシーが機能する方法
動的スケーリングポリシーは、特定の CloudWatch メトリクスを追跡するように Amazon EC2 Auto
Scaling に指示し、関連付けられた CloudWatch アラームが ALARM にある場合に実行するアクションを定
義します。アラームの状態の呼び出しに使用されるメトリクスは、Auto Scaling グループのすべてのイン
スタンスから取得されるメトリクスの集約です。(たとえば、1 つのインスタンスが 60% の CPU で、もう
1 つのインスタンスが 40% の CPU である 2 つのインスタンスを持つ Auto Scaling グループがあるとしま
す。平均して、これらは 50 パーセント CPU です。) ポリシーが有効な場合、アラームのしきい値を超え
ると、Amazon EC2 Auto Scaling はグループの希望するキャパシティーの増減を調整します。
動的スケーリングポリシーが呼び出されるとき、キャパシティー計算によってグループの最小サイズお
よび最大サイズ範囲外の数値が生成される場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、新しいキャパシティー
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が最小サイズおよび最大サイズ制限の範囲外にならないようにします。キャパシティーは、2 つの方法の
いずれかで測定されます。1 つは、インスタンスに関して希望するキャパシティーを設定するときに選択
したものと同じユニットを使用する方法で、もう 1 つはキャパシティーユニット (インスタンスの重み付
け (p. 70)が適用されている場合) を使用する方法です。
• 例 1: Auto Scaling グループの最大キャパシティーは 3、現在のキャパシティーは 2、および 3 つのイ
ンスタンスを追加する動的スケーリングポリシーがあります。このスケーリングポリシーを呼び出すと
き、Amazon EC2 Auto Scaling は、グループが最大サイズを超えないようにするために、グループに 1
つのインスタンスのみを追加します。
• 例 2: Auto Scaling グループの最小キャパシティーは 2、現在のキャパシティーは 3、および 2 つのイ
ンスタンスを削除する動的スケーリングポリシーがあります。このポリシーを呼び出す場合、Amazon
EC2 Auto Scaling はグループから 1 つのインスタンスのみを削除して、グループが最小サイズより小さ
くならないようにします。
希望するキャパシティーが最大サイズ制限に達すると、スケールアウトは停止します。需要が低下し、
キャパシティーが減少した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は再びスケールアウトできます。
インスタンスの重み付けを使用する場合は例外です。この場合、Amazon EC2 Auto Scaling は最大サイ
ズ制限を超えてスケールアウトできますが、最大インスタンスの重みまでスケールアウトできます。そ
の意図は、できるだけ新しい希望するキャパシティーに近づけることですが、それでもグループのために
指定されている割り当て戦略を遵守することです。割り当て戦略によって、起動するインスタンスタイプ
を決定します。重みは、インスタンスタイプに基づいて、各インスタンスがグループの希望するキャパシ
ティーに影響するキャパシティーユニット数を決定します。
• 例 3: Auto Scaling グループの最大キャパシティーは 12、現在のキャパシティーは 10、および 5 つ
のキャパシティーユニットを追加する動的スケーリングポリシーがあります。インスタンスタイプ
には、1、4、6 の 3 つの重みのいずれかが割り当てられます。スケーリングポリシーを呼び出すと
き、Amazon EC2 Auto Scaling は配分戦略に基づいて、重みが 6 のインスタンスタイプを起動すること
を選択します。このスケールアウトイベントの結果は、希望するキャパシティーが 12 で、現在のキャ
パシティーが 16 のグループになります。

複数の動的スケーリングポリシー
ほとんどの場合、ターゲット追跡スケーリングポリシーは、自動的にスケールアウトとスケールインする
ように Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチするには、以下の手順を使用します。 グループ
を設定するのに十分です。ターゲット追跡スケーリングポリシーでは、希望する結果を選択したら、その
結果を達成するために、必要に応じて Auto Scaling グループに対してインスタンスを追加および削除でき
ます。
高度なスケーリング設定では、Auto Scaling グループに複数のスケーリングポリシーを設定できます。た
とえば、1 つ以上のターゲット追跡スケーリングポリシー、1 つ以上のステップスケーリングポリシー、
またはその両方を定義できます。これにより、複数のシナリオに対応できる柔軟性が高まります。
複数の動的スケーリングポリシーがどのように連携するかを説明するために、Auto Scaling グループと
Amazon SQS キューを使用して 1 つの EC2 インスタンスにリクエストを送信するアプリケーションを考
えてみます。アプリケーションのパフォーマンスを最適なレベルに維持するために、Auto Scaling グルー
プをスケールアウトするタイミングをコントロールする 2 つのポリシーがあるとします。1 つは、キュー
内の SQS メッセージの数に基づいてキャパシティーを追加および削除するカスタムメトリクスを使用す
る、ターゲット追跡ポリシーです。もう 1 つは、インスタンスが指定された時間内に 90% の使用率を超
えたときにキャパシティーを追加する Amazon CloudWatch CPUUtilization メトリクスを使用する、
ステップスケーリングポリシーです。
同時に有効なポリシーが複数ある場合は、各ポリシーで、Auto Scaling グループが同時にスケールアウト
(またはスケールイン) するように指定している可能性があります。例えば、SQS カスタムメトリクスが急
増し、カスタムメトリクスアラームのしきい値を超えると同時に、CPUUtilization メトリクスも急増
して CloudWatch アラームのしきい値を超える可能性があります。
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このような状況になると、Amazon EC2 Auto Scaling はスケールアウトとスケールインの両方に最大の
キャパシティーを提供するポリシーを選択します。たとえば、CPUUtilization のポリシーが 1 つのイ
ンスタンスを起動する一方で、SQS キューのポリシーは 2 つのインスタンスを起動するとします。両方
のポリシーのスケールアウト基準が同時に満たされた場合、Amazon EC2 Auto Scaling は SQS キューポ
リシーを優先します。これにより、Auto Scaling グループは 2 つのインスタンスを起動することになりま
す。
ポリシーがスケールインに異なる基準を使用する場合でも、最大キャパシティーを提供するポリシーを優
先するというアプローチが適用されます。たとえば、3 つのインスタンスを終了するポリシーと、インス
タンス数を 25% 減らすポリシーがあり、スケールイン時にグループに 8 つのインスタンスがあるとしま
す。この場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、グループに最大数のインスタンスを提供するポリシーを優
先させます。その結果、Auto Scaling グループは 2 つのインスタンスを終了します (8 の 25% = 2)。その
目的は、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを削除しすぎないようにすることです。
ただし、ターゲット追跡スケーリングポリシーをステップスケーリングポリシーとともに使用する場合、
ポリシー間の競合によって望ましくない動作が生じる可能性があるため、注意することをお勧めします。
たとえば、ターゲット追跡ポリシーがスケールインする準備が整う前に、ステップスケーリングポリシー
がスケールインアクティビティを開始した場合、スケールインアクティビティはブロックされません。ス
ケールインアクティビティが完了した後で、ターゲット追跡ポリシーにより、グループに再びスケールア
ウトするよう指示できます。

Amazon EC2 Auto Scaling のターゲットトラッキング
スケーリングポリシー
ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成するには、Amazon CloudWatch メトリクスと、アプリケー
ションの理想的な平均使用率またはスループットレベルを表すターゲット値を指定します。Amazon EC2
Auto Scaling は、ピークトラフィックに対応するためにグループをスケールアウト (インスタンスを追加)
し、グループをスケールインして (実行するインスタンス数を減らして)、使用率またはスループットが低
い期間にコストを削減します。
例えば、現在 2 つのインスタンスで実行されているアプリケーションがあり、アプリケーションの負荷が
変化しても Auto Scaling グループの CPU 使用率を約 50% に維持する必要があるとします。これにより、
過剰な数のアイドルリソースを維持することなくトラフィックのスパイクを処理するための追加のキャパ
シティが得られます。
このニーズを満たすには、50% の平均 CPU 使用率をターゲットとする、ターゲット追跡スケーリングポ
リシーを作成します。これにより、Auto Scaling グループはインスタンス数をスケールして、実際のメト
リクス値を 50% 近くに保ちます。
トピック
• 複数のターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 139)
• 考慮事項 (p. 140)
• メトリクスを選択する (p. 140)
• ターゲット値の定義 (p. 142)
• インスタンスのウォームアップ時間の定義 (p. 142)
• ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (コンソール) (p. 142)
• ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (AWS CLI) (p. 143)

複数のターゲット追跡スケーリングポリシー
スケーリングパフォーマンスを最適化するために複数のターゲット追跡スケーリングポリシーを同時に使
用できますが、それぞれが異なるメトリクスを使用する必要があります。例えば、使用率とスループッ
トは互いに影響し合う可能性があります。これは、これらのメトリクスのいずれかが変更されるたびに、
通常、他のメトリクスも影響を受けることを意味します。このため、複数のメトリクスを使用すること
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で、Auto Scaling グループの負荷に関する追加情報が提供され、グループに追加するキャパシティを判断
する際の意思決定が容易になります。
Amazon EC2 Auto Scaling の目的は常に可用性を優先することであるため、その動作は、ターゲット追跡
ポリシーでスケールアウトまたはスケールインの準備ができているかによって異なります。ターゲット追
跡ポリシーのいずれかでスケールアウトする準備ができると、Auto Scaling グループがスケールアウトさ
れますが、すべてのターゲット追跡ポリシー (スケールイン部分が有効) でスケールインする準備ができて
いる場合にのみスケールインされます。

考慮事項
ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用する場合は、次の考慮事項が適用されます。
• ターゲット追跡スケーリングポリシーで使用されている CloudWatch アラームを作成、編集、または削
除しないでください。Amazon EC2 Auto Scaling は、ターゲット追跡スケーリングポリシーに関連付け
られている CloudWatch アラームを作成、管理し、不要になるとそれらを削除します。
• ターゲット追跡スケーリングポリシーは、トラフィック減少時に徐々にスケールインすることにより、
トラフィックレベルが変動する期間中の可用性を優先します。ワークロードの終了時に Auto Scaling グ
ループを迅速にスケールインするには、ポリシーのスケールイン部分を無効にします。これにより、使
用率が低い場合に、ニーズに最適なスケールイン方法を使用できる柔軟性を得られます。スケールイン
ができる限り迅速に行われるようにするには、クールダウン期間が追加されないように、シンプルなス
ケーリングポリシーを使用しないことをお勧めします。
• メトリクスにデータポイントがない場合、CloudWatch アラームの状態は INSUFFICIENT_DATA に変
化します。この状態になると、Amazon EC2 Auto Scaling は、新しいデータポイントが見つかるまでグ
ループをスケールできなくなります。
• ターゲット値と実際のメトリクスデータポイント間にギャップが発生する場合があります。これは、追
加または削除するインスタンス数を決定するときに、その数を切り上げまたは切り捨てて常に控えめに
動作するためです。これにより、不十分な数のインスタンスを追加したり、インスタンスを過剰に削除
したりすることがなくなります。ただし、インスタンス数が少ない、より小さな Auto Scaling グルー
プでは、グループの使用率はターゲット値からかなり離れているように見える場合があります。たとえ
ば、CPU 使用率に 50 パーセントのターゲット値を設定し、Auto Scaling グループがそのターゲットを
超過した場合です。1.5 インスタンスを追加することで CPU 使用率が 50 パーセント近くに減少すると
判断される場合があります。1.5 インスタンスを追加することはできないので、これを切り上げて、2 イ
ンスタンスを追加します。これにより、CPU 使用率は 50 パーセント未満の値に下がる可能性がありま
すが、アプリケーションをサポートする十分なリソースが確保されます。同様に、1.5 インスタンスを
削除することで CPU 使用率が 50 パーセントを超えると判断した場合、1 インスタンスのみを削除しま
す。
• より多くのインスタンスのある大規模な Auto Scaling グループの場合、使用率はより多くのインスタン
ス間で分散されます。その場合、インスタンスの追加または削除により、ターゲット値と実際のメトリ
クスデータポイントとの差が小さくなります。
• ターゲットの追跡スケーリングポリシーでは、指定されたメトリクスがターゲット値を超えている場
合、Auto Scaling グループをスケールアウトする必要があるとみなされます。指定されたメトリクスが
ターゲット値を下回っている場合、ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用して Auto Scaling グ
ループをスケールアウトすることはできません。

メトリクスを選択する
ターゲット追跡スケーリングポリシーでは、定義済みのメトリクスまたはカスタムメトリクスを使用でき
ます。
以下の事前定義されたメトリクスを使用できます。
• ASGAverageCPUUtilization - Auto Scaling グループの平均 CPU 使用率。
• ASGAverageNetworkIn - すべてのネットワークインターフェイスで単一のインスタンスが受信した平
均バイト数。
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• ASGAverageNetworkOut - すべてのネットワークインターフェイスで単一のインスタンスから送信さ
れた平均バイト数。
• ALBRequestCountPerTarget - ターゲットあたりの Application Load Balancer の平均リクエスト数。

Important
ターゲットごとの CPU 使用率、ネットワーク I/O、Application Load Balancer リクエスト数の
メトリクスに関するその他の有益な情報は、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ド」の「インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示」および「Application
Load Balancer ユーザーガイド」の「Application Load Balancer の CloudWatch メトリクス」にそ
れぞれ記載されています。
カスタムメトリクスを指定することで、他の利用可能な CloudWatch メトリクスまたは CloudWatch の独
自のメトリクスを選択できます。カスタムメトリクスでターゲット追跡ポリシーを作成するには、AWS
CLI または SDK を使用する必要があります。
メトリクスを選択するときは、以下の点に注意してください。
• メトリクスにはターゲット追跡に使用できないものもあります。これは、カスタムメトリクスを指定す
るときに重要になる場合があります。メトリクスは、有効な使用率メトリクスで、インスタンスの使用
頻度を示す必要があります。メトリクス値は Auto Scaling グループのインスタンス数に比例して増減
する必要があります。それにより、メトリクスデータを使用して比例的にインスタンス数をスケールア
ウトまたはスケールインできます。たとえば、CPUUtilization Auto Scaling グループの負荷がイン
スタンス間で分散されている場合、Auto Scaling グループの CPU 使用率 (メトリクスディメンション
AutoScalingGroupName を持つ Amazon EC2 メトリクス ) は有効です。
• 以下のメトリクスはターゲットの追跡では機能しません。
• Auto Scaling グループの前にあるロードバランサーが受信したリクエスト数 (つまり、Elastic Load
Balancing メトリクスRequestCount)。ロードバランサーによって受信されたリクエストの数
は、Auto Scaling グループの使用率に基づいて変化しません。
• ロードバランサーのリクエストのレイテンシー (Elastic Load Balancing メトリクスLatency)。リクエ
ストのレイテンシーは、使用率の増加により増える場合がありますが、必ずしも比例して変化するわ
けではありません。
• CloudWatch Amazon SQS キューメトリクスApproximateNumberOfMessagesVisible。キュー内
のメッセージ数は、キューからのメッセージを処理する Auto Scaling グループのサイズに比例して変
わらない可能性があるためです。ただし、Auto Scaling グループの EC2 インスタンスごとにキュー内
のメッセージの数を測定するカスタムメトリクスは機能します。詳しくは、「Amazon SQS に基づく
スケーリング (p. 162)」を参照してください。
• ALBRequestCountPerTarget メトリクスを使用するには、ResourceLabel パラメータを指定し
て、メトリクスに関連付けられているロードバランサーターゲットグループを識別する必要がありま
す。
• メトリクスが CloudWatch に実数 0 の値を出力する場合 (ALBRequestCountPerTarget など)、Auto
Scaling グループは、アプリケーションへのトラフィックがない場合に 0 にスケールインできま
す。Auto Scaling グループにリクエストがルーティングされないときに Auto Scaling グループを 0 にス
ケールインするには、グループの最小キャパシティを 0 に設定する必要があります。
スケーリングポリシーで EC2 インスタンスメトリクスを使用する場合は、メトリクス値の変化に迅速に
対応できるように、これらのメトリクスを 1 分間隔で設定することをお勧めします。インスタンスメトリ
クスのスケーリングを 5 分間隔に設定すると、応答時間が長くなり、古いメトリクスデータに基づいてス
ケーリングが行われる可能性があります。
Amazon EC2 メトリクスのこのレベルのデータを取得するには、詳細モニタリングを明示的に有効にする
必要があります。EC2 インスタンスでは、デフォルトで基本モニタリングが有効になっています。つま
り、インスタンスのメトリクスデータを 5 分間隔で利用できます。詳しくは、「Auto Scaling インスタン
スのモニタリングを設定する (p. 275)」を参照してください。
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ターゲット値の定義
ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成するときは、ターゲット値を指定する必要があります。ター
ゲット値は、Auto Scaling グループの最適な平均使用率またはスループットを表します。優れたコスト効
率でリソースを使用するには、予期しないトラフィックの増加に対して適切なバッファを使用し、ター
ゲット値をできる限り高く設定します。アプリケーションが通常のトラフィックフローに対して最適にス
ケールアウトされる場合、実際のメトリクス値は、ターゲット値以下である必要があります。
スケーリングポリシーが Application Load Balancer のターゲットごとのリクエスト数、ネットワーク I/
O、またはその他のカウントメトリクスなどのスループットに基づいている場合、ターゲット値は単一の
インスタンスからの最適な 1 分間の平均スループットを表します。

インスタンスのウォームアップ時間の定義
Important
Auto Scaling グループのウォームアップ設定とクールダウン設定のすべてを統一する、デフォル
トのインスタンスウォームアップ設定の使用をお勧めします。詳細については、「利用可能な
ウォームアップ設定とクールダウン設定 (p. 160)」(利用可能なウォームアップおよびクールダ
ウン設定) を参照してください。
オプションで、新しく起動されたインスタンスのウォームアップ時間を秒単位で指定できます。指定され
たウォームアップ期間が終了するまで、インスタンスは Auto Scaling グループの集約された EC2 インス
タンスメトリクスにカウントされません。
インスタンスのウォームアップ期間中、スケーリングポリシーは、ウォームアップしていないインスタン
スからのメトリクス値がポリシーのターゲット使用率を超える場合にのみスケールアウトします。
グループが再度スケールアウトする場合、まだウォームアップ中のインスタンスは、次のスケールアウト
アクティビティの希望容量の一部として計上されます。その目的は、スケールアウトを継続的に (ただし
過剰になることなく) 行うことです。
スケールアウトアクティビティの進行中は、インスタンスがウォームアップを終了するまで、スケーリン
グポリシーによって開始されたすべてのスケールインアクティビティがブロックされます。

ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (コンソール)
Auto Scaling グループを作成するとき、またはその作成後、Auto Scaling でターゲット追跡スケーリング
ポリシーを設定できます。

ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用する Auto Scaling グループを作成するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) を選択します。

3.

ステップ 1、2、および 3 で、必要に応じてオプションを選択し、「ステップ 4: グループサイズとス
ケーリングポリシーを設定する」に進みます。

4.

[グループサイズ] で、最小キャパシティーと最大キャパシティーを更新してスケーリングする範
囲を指定します。これら 2 つの設定により、Auto Scaling グループは動的にスケーリングできま
す。Amazon EC2 Auto Scaling は、最小キャパシティーと最大キャパシティーで指定された値の範囲
でグループをスケーリングします。
[Scaling policies (スケーリングポリシー)] から [Target tracking scaling policy (ターゲット追跡スケー
リングポリシー)] を選択します。

5.
6.

ポリシーを定義するには、以下の作業を行います。
a.
b.

ポリシーの名前を指定します。
[Metric type (メトリクスタイプ)] でメトリクスを選択します。
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[Application Load Balancer request count per target (ターゲットあたりのApplication Load
Balancer リクエスト数)] を選択し、[Target group (ターゲットグループ)] のターゲットグループを
選択します。

7.

c.

メトリクスの [Target value] を指定します。

d.

(オプション) [Instances need] (インスタンスには以下のものが必要です) で、必要に応じてインス
タンスのウォームアップ値を更新します。

e.

(オプション) [Disable scale in to create only a scale-out policy (スケールインを無効にしてスケー
ルアウトポリシーのみを作成する)] を選択します。これにより、必要に応じて異なるタイプの別
のスケールインポリシーを作成できます。

Auto Scaling グループの作成に進みます。スケーリングポリシーは、Auto Scaling グループの作成後
に作成されます。

既存の Auto Scaling グループにターゲット追跡スケーリングポリシーを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

最小および最大キャパシティーが適切に設定されていることを確認します。たとえば、グルー
プがすでに最大サイズに達している場合、スケールアウトするには新しい最大サイズを指定しま
す。Amazon EC2 Auto Scaling は、最小キャパシティー以下または最大キャパシティー以上にグ
ループがスケールされることはありません。グループを更新するには、[詳細] タブで、最小キャパシ
ティーと最大キャパシティーの現在の設定を変更します。

4.

[Automatic scaling] (オートスケーリング) タブの [Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリ
シー) で、[Create dynamic scaling] (動的スケーリングポリシーの作成) を選択します。

5.

ポリシーを定義するには、以下の作業を行います。
a.

[Policy type (ポリシータイプ)] では、デフォルトの [Target tracking scaling (ターゲット追跡ス
ケーリング)] のままにします。

b.

ポリシーの名前を指定します。

c.

[Metric type (メトリクスタイプ)] でメトリクスを選択します。選択できるメトリクスタイプは 1
つだけです。複数のメトリクスを使用するには、複数のポリシーを作成します。
[Application Load Balancer request count per target (ターゲットあたりのApplication Load
Balancer リクエスト数)] を選択し、[Target group (ターゲットグループ)] のターゲットグループを
選択します。

6.

d.

メトリクスの [Target value] を指定します。

e.

(オプション) [Instances need] (インスタンスには以下のものが必要です) で、必要に応じてインス
タンスのウォームアップ値を更新します。

f.

(オプション) [Disable scale in to create only a scale-out policy (スケールインを無効にしてスケー
ルアウトポリシーのみを作成する)] を選択します。これにより、必要に応じて異なるタイプの別
のスケールインポリシーを作成できます。

[Create] を選択します。

ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (AWS CLI)
以下のように AWS CLI を使用して Auto Scaling グループのターゲット追跡スケーリングポリシーを設定
します。
タスク
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• ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成します。 (p. 144)
• ステップ 2: ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (p. 144)

ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成します。
起動テンプレート my-template を使用して my-asg という名前の Auto Scaling グループを作成するに
は、create-auto-scaling-group コマンドを使用します。起動テンプレートがない場合は、「AWS CLI 起動
テンプレートの使用例 (p. 33)」を参照してください。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-template LaunchTemplateName=my-template,Version='2' \
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
--max-size 5 --min-size 1

ステップ 2: ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する
Auto Scaling グループを作成したら、アプリケーションの負荷が変化したときにグループ内で実行中の
EC2 インスタンスの数を動的に増減するように Amazon EC2 Auto Scaling に指示する、ターゲット追跡ス
ケーリングポリシーを作成できます。
例: ターゲットの追跡設定ファイル
平均 CPU 使用率を 40 パーセントに維持するターゲット追跡設定の例を次に示します。この設定を
config.json という名前のファイルに保存してください。
{

}

"TargetValue": 40.0,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
}

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「PredefinedMetricSpecification」を参照
してください。
または、CloudWatch でカスタマイズされたメトリクス仕様を作成し、各パラメータの値を追加すること
によって、スケーリング用のカスタムメトリクスを使用することもできます。指定されたメトリクスの平
均使用率を 40 パーセントに維持するターゲット追跡設定の例を以下に示します。
{

}

"TargetValue":40.0,
"CustomizedMetricSpecification":{
"MetricName":"MyUtilizationMetric",
"Namespace":"MyNamespace",
"Dimensions":[
{
"Name":"MyOptionalMetricDimensionName",
"Value":"MyOptionalMetricDimensionValue"
}
],
"Statistic":"Average",
"Unit":"Percent"
}

詳細については、Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンスの「CustomizedMetricSpecification」を参照
してください。
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例: cpu40-target-tracking-scaling-policy
Auto Scaling グループの平均 CPU 使用率を 40 パーセントに維持する、という名前 cpu40-targettracking-scaling-policy のスケーリングポリシーを作成するには、前に作成した config.json
ファイルとともに、[put-scaling-policy] コマンドを使用します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu40-target-tracking-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://config.json

成功した場合、このコマンドはユーザーに代わって作成された 2 つの CloudWatch アラームの ARN と名
前を返します。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:228f02c2-c665-4bfdaaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-target-tracking-scalingpolicy",
"Alarms": [
{
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-my-asgAlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHighfc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
},
{
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-my-asgAlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47afbd9e-471a352ee1a2"
}
]
}

Amazon EC2 Auto Scaling のステップおよび簡易ス
ケーリングポリシー
ステップスケーリングおよび簡易スケーリングでは、スケーリングプロセスを呼び出す CloudWatch ア
ラームのスケーリングメトリクスとしきい値を選択します。また、指定した評価期間内にしきい値を超え
た場合の Auto Scaling グループのスケーリング方法を定義します。
ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用して、Application Load Balancer の平均 CPU 使用率や
RequestCountPerTarget メトリクスなどのメトリクスに基づいてスケールすることを強くお勧めしま
す。キャパシティーが増加すると減少し、キャパシティーが減少すると増加するメトリクスを使用する
と、ターゲット追跡を使用してインスタンス数を比例的にスケールアウトしたり、インスタンス数を増や
すことができます。これにより、Amazon EC2 Auto Scaling がアプリケーションの需要曲線に厳密に従う
ことが保証されます。詳細については、「ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 139)」を参照してく
ださい。より高度な設定には、追加ポリシーとしてステップスケーリングを使用するオプションがありま
す。たとえば、必要に応じて、需要が一定のレベルに達したときにより積極的なレスポンスを設定できま
す。
目次
• ステップスケーリングポリシーと簡易スケーリングポリシーの違い (p. 146)
• ステップスケーリングのステップ調整 (p. 146)
• スケーリング調整タイプ (p. 148)
• インスタンスのウォームアップ (p. 149)
• メトリクスの上限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラームを作成する (コンソー
ル) (p. 149)
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• ステップスケーリングポリシーの作成 (コンソール) (p. 151)
• スケーリングポリシーと CloudWatch アラームの作成 (AWS CLI) (p. 152)
• ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成します。 (p. 153)
• ステップ 2: スケーリングポリシーを作成する (p. 153)
• ステップスケーリングポリシー (p. 153)
• 簡易スケーリングポリシー (p. 154)
• ステップ 3: メトリクスの上限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラームを作成す
る (p. 154)

ステップスケーリングポリシーと簡易スケーリングポリシーの違
い
ステップスケーリングポリシーと簡易スケーリングポリシーは、使用できる 2 つの動的スケーリングオ
プションです。どちらの場合も、スケーリングポリシーの CloudWatch アラームを作成する必要がありま
す。両方とも、アラームの上限しきい値および下限しきい値を指定する必要があります。どちらの場合
も、インスタンスを追加するか削除するかを定義し、その数を定義するか、またはグループを正確なサイ
ズに設定する必要があります。
ポリシータイプの主な違いは、ステップスケーリングポリシーで得られるステップ調整です。ステップ調
整が適用され、Auto Scaling グループの現在のキャパシティーが増減する場合、調整はアラーム違反のサ
イズによって異なります。
ほとんどの場合、単一のスケーリング調整があっても、簡易スケーリングポリシーよりもステップスケー
リングポリシーが適しています。
シンプルなスケーリングの主な問題は、スケーリングアクティビティの開始後、ポリシーが追加のアラー
ムに対応する前に、スケーリングアクティビティまたはヘルスチェック交換が完了し、クールダウン期
間 (p. 158)が終了するまで待機する必要があるという点です。クールダウンの期間を指定すると、前の
アクティビティの効果が表示される前に、追加の規模の拡大や縮小が実行されることを防ぐことができま
す。
これとは対照的に、ステップスケーリングでは、ポリシーは、スケーリングアクティビティまたはヘルス
チェックの置換が進行中であっても、引き続き別のアラームに応答できます。したがってすべてのアラー
ム超過は、Amazon EC2 Auto Scaling によってアラームメッセージが受信されると評価されます。
Amazon EC2 Auto Scaling は元々、簡易スケーリングポリシーのみをサポートしていました。ターゲット
の追跡およびステップポリシーの導入前にスケーリングポリシーを作成した場合、そのポリシーは簡易ス
ケーリングポリシーとして扱われます。

ステップスケーリングのステップ調整
ステップスケーリングポリシーを作成するときは、アラーム超過のサイズに基づいてインスタンス数を動
的にスケーリングする 1 つ以上のステップ調整値を指定します。各ステップ調整値は、次のように指定し
ます。
• メトリクス値の下限
• メトリクス値の上限
• スケーリング調整タイプに基づいてスケールする量
CloudWatch は、CloudWatch アラームに関連付けられたメトリクスの統計に基づいて、メトリクス
データポイントを集計します。アラームに違反すると、適切なスケーリングポリシーが呼び出されま
す。Amazon EC2 Auto Scaling は、(Raw メトリクスデータではなく) CloudWatch からの最新のメトリッ
クデータポイントに集約タイプを適用します。ステップ調整によって定義された上限と下限に対して、こ
の集約メトリクス値を比較することにより、実行するステップ調整が決定されます。

146

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
ステップスケーリングポリシー
および簡易スケーリングポリシー

違反しきい値に比例して上限と下限を指定します。たとえば、現在のキャパシティーと希望するキャ
パシティーが 10 の Auto Scaling グループがあるとします。超過しきい値が 50% の CloudWatch ア
ラームと、スケールアウトおよびスケールインポリシーがあります。各ポリシーに対して、調整タイプ
PercentChangeInCapacity (またはコンソールの [Percent of group (グループの割合)]) を持つ一連のス
テップ調整があります。

例: スケールアウトポリシーのステップ調整値
下限

上限

調整

0

10

0

10

20

10

20

null

30

例: スケールインポリシーのステップ調整値
下限

上限

調整

-10

0

0

-20

-10

-10

null

-20

-30

これにより、次のスケーリング設定が作成されます。
Metric value
-infinity
30%
40%
60%
70%
infinity
-----------------------------------------------------------------------30%
| -10% | Unchanged | +10% |
+30%
-----------------------------------------------------------------------

以下の点は、グループの希望キャパシティーと現在のキャパシティーに関連してスケーリング設定の動作
をまとめたものです。
• 集合メトリクス値が 40 より大きく 60 未満である間は、現在のキャパシティーと必要なキャパシティー
が維持されます。
• メトリクス値が 60 になった場合、スケールアウトのポリシーの 2 番目のステップ調整値 (10 インスタ
ンスの 10% を追加) に基づいて、グループの必要なキャパシティーを 1 インスタンスだけ増やして、11
インスタンスにします。新しいインスタンスが実行され、その指定されたウォームアップ期間が終了し
た後、グループの現在のキャパシティーを 11 インスタンスに増やします。このキャパシティーの増加
後も、メトリクス値が 70 に上昇すると、グループの希望するキャパシティーはさらに 3 インスタンス
増加し、14 インスタンスになります。これは、スケールアウトポリシーの 3 番目のステップ調整に基づ
きます (11 インスタンスの 30% である 3.3 インスタンスを 3 インスタンスに切り捨て、追加します)。
• メトリクス値が 40 になった場合、スケールインポリシーの 2 番目のステップ調整値 (14 インスタンス
の 10%、つまり 1.4 インスタンスを丸めた 1 インスタンスを削除) に基づいて、グループの必要なキャ
パシティーを 1 インスタンスだけ減らして、13 インスタンスにします。このキャパシティーが減少した
後も、メトリクス値が 30 に下がると、グループの希望するキャパシティーはさらに 3 インスタンス減
少し、10 インスタンスになります。これは、スケールインポリシーの 3 番目のステップ調整に基づきま
す (13 インスタンスの 30% である 3.9 インスタンスを 3 インスタンスに切り捨て、減算します)。
スケーリングポリシーのステップ調整を指定するときは、次の点に注意してください。
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• AWS Management Console を使用している場合は、絶対値として上限と下限を指定します。AWS CLI
または SDK を使用している場合は、違反しきい値と相対的に上限と下限を指定します。
• ステップ調整値の範囲に重複や間隔があってはなりません。
• 1 つのステップ調整値のみ、下限を null (負の無限大) にすることができます。下限が負のステップ調整
値がある場合は、下限が null のステップ調整値が必要です。
• 1 つのステップ調整値のみ、上限を null (正の無限大) にすることができます。上限が正のステップ調整
値がある場合は、上限が null のステップ調整値が必要です。
• 同じステップ調整値で上限と下限を null にすることはできません。
• メトリクス値が超過しきい値を上回っている場合、下限にその値を含み、上限には含みません。メトリ
クス値が超過しきい値を下回っている場合、下限にその値を含まず、上限に含みます。

スケーリング調整タイプ
選択したスケーリング調整タイプに基づいて、最適なスケーリングアクションを実行するスケーリングポ
リシーを定義できます。調整タイプは、Auto Scaling グループの現在のキャパシティーに対する割合、ま
たはキャパシティーユニットで指定できます。通常、キャパシティーユニットは、インスタンスの重み付
け機能を使用していない限り、1 つのインスタンスを意味します。
Amazon EC2 Auto Scaling は、ステップスケーリングと簡易スケーリングに対して次の調整タイプをサ
ポートしています。
• ChangeInCapacity - 指定した値だけ現在のキャパシティーを増減させます。正の調整値は現在のキャ
パシティーを増やし、負の調整値は現在のキャパシティーを減らします。たとえば、グループの現在の
キャパシティーが 3 で、調整値が 5 の場合、このポリシーが実行されると、キャパシティーユニットが
5 個キャパシティーに追加され、合計 8 個のキャパシティーユニットになります。
• ExactCapacity - グループの現在のキャパシティーを指定された値に変更します。この調整タイプに
は正の値を指定します。たとえば、グループの現在のキャパシティーが 3 で、調整値が 5 の場合、この
ポリシーが実行されると、キャパシティーは 5 キャパシティーユニットに変更されます。
• PercentChangeInCapacity - 指定したパーセンテージだけ現在のキャパシティーを増減させます。
正の値はキャパシティーを増やし、負の値はキャパシティーを減らします。たとえば、現在のキャパシ
ティーが 10 で、調整値が 10% の場合、このポリシーが実行されると、キャパシティーユニットが 1 個
追加され、合計 11 個のキャパシティーユニットになります。

Note
結果の値が整数でない場合、その値を以下のように四捨五入します。
• 1 より大きい値は小数点以下が切り捨てられます。たとえば、12.7 は 12 に丸められます。
• 0 と 1 の間の値は 1 に丸められます。たとえば、.67 は 1 に丸められます。
• 0 と -1 の間の値は -1 に丸められます。たとえば、-.58 は -1 に丸められます。
• -1 未満の値は小数点以下が切り捨てられます。たとえば、-6.67 は -6 に丸められます。
PercentChangeInCapacity では、MinAdjustmentMagnitude パラメータを使用して、スケールする
インスタンスの最小数を指定することもできます。たとえば、25 パーセント追加するポリシーを作成し、
インスタンスの最小増減値を 2 に指定するとします。4 つのインスタンスを持つ Auto Scaling グループが
あり、スケーリングポリシーを実行する場合、25 パーセントは 1 インスタンスです。ただし、最小増減値
が 2 に指定されているため、2 つのインスタンスが追加されます。
インスタンスの重み付け (p. 70)を使用すると、MinAdjustmentMagnitude パラメータをゼロ以外の値
に設定した効果が変化します。値はキャパシティーユニットで指定します。スケールするインスタンスの
最小数を設定するには、このパラメータを、最大インスタンスの重みと同じ以上の値に設定します。
インスタンスの重み付けを使用している場合、Auto Scaling グループの現在のキャパシティーは、必要に
応じて希望するキャパシティーを超える場合があることに注意してください。デクリメントする絶対数、
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またはデクリメントする割合が現在のキャパシティーと希望するキャパシティーの差よりも小さい場合、
スケーリングアクションは実行されません。しきい値アラームに違反している場合にスケーリングポリ
シーの結果を確認する際は、このような動作を考慮に入れる必要があります。たとえば、希望するキャパ
シティーが 30 で、現在のキャパシティーが 32 であるとします。アラームに違反している場合、スケーリ
ングポリシーで希望するキャパシティーを 1 ずつ減らすと、スケーリングアクションは実行されません。

インスタンスのウォームアップ
Important
Auto Scaling グループのウォームアップ設定とクールダウン設定のすべてを統一する
DefaultInstanceWarmup 設定の使用をお勧めします。詳細については、「利用可能なウォー
ムアップ設定とクールダウン設定 (p. 160)」を参照してください。
ステップスケーリングの場合、オプションで、新しく起動されたインスタンスのウォームアップ時間を秒
単位で指定できます。指定されたウォームアップ期間が終了するまで、インスタンスは Auto Scaling グ
ループの集約された EC2 インスタンスメトリクスにカウントされません。
インスタンスのウォームアップ期間中、スケーリングポリシーは、ウォームアップしていないインスタン
スからのメトリクス値がポリシーのアラーム上限しきい値を超える場合にのみスケールアウトします。
グループが再度スケールアウトする場合、まだウォームアップ中のインスタンスは、次のスケールアウ
トアクティビティの希望容量の一部として計上されます。したがって、複数のアラーム超過によっても
ステップ調整値の範囲は変わらず、1 つのスケーリングアクティビティという結果になります。その目的
は、スケールアウトを継続的に (ただし過剰になることなく) 行うことです。
スケールアウトアクティビティの進行中は、インスタンスがウォームアップを終了するまで、スケーリン
グポリシーによって開始されたすべてのスケールインアクティビティがブロックされます。

メトリクスの上限しきい値および下限しきい値の CloudWatch ア
ラームを作成する (コンソール)
CloudWatch コンソールを使用して、スケールアウト (メトリクス高) 用とスケールイン (メトリクス低) 用
の 2 つの CloudWatch アラームを作成できます。例えば、トラフィックが増加してアラームのしきい値を
超えると、アラームは ALARM 状態に遷移します。この状態の変化により、アラームに関連付けられたス
ケーリングポリシーが呼び出されます。その後、ポリシーによって、指定した数のインスタンスの追加ま
たは削除など、アラーム違反に対応する方法が Amazon EC2 Auto Scaling に指示されます。

例: メトリクスの上限しきい値の CloudWatch アラームを作成するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

必要に応じて、リージョンを変更します。ナビゲーションバーから、Auto Scaling グループがある
リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Alarms]、[All alarms] (アラーム、すべてのアラーム) の順に選択してか
ら、[Create alarm] (アラームの作成) を選択します。

4.

[Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。

5.

[All metrics (すべてのメトリクス)] タブで、[EC2]、[By Auto Scaling Group (Auto Scaling グループ別)]
を選択し、検索フィールドに Auto Scaling グループの名前を入力します。次に、CPUUtilization
を選択し、[メトリクスの選択] を選択します。[Specify metric and conditions] ページに、メトリクス
に関するグラフや他の情報が表示されます。

6.

[期間] でアラームの評価期間 (1 分など) を選択します。アラームを評価する場合、各期間は 1 つの
データポイントに集約されます。

Note
期間が短いほど、作成されるアラームの感度が高くなります。
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7.

[条件] で、次の操作を行います。
• [Threshold type] で [静的] を選択します。
• [Whenever CPUUtilization is] (CPUUtilization が次の時) で、アラーム違反のしきい値に対
するメトリクスの値を [greater than] (より大きい)、[greater than or equal to] (以上)、[less than] (よ
り低い)、または [less than or equal to] (以下) のいずれかに指定します。次に、[than] (次よりも:) に
アラーム違反のしきい値を入力します。

Important
スケールアウトポリシー (メトリクス高) で使用するアラームについては、しきい値に対し
て [less than] (次未満:)、または [less than or equal to] (次以下:) を選択しないようにしま
す。スケールインポリシー (メトリクス低) で使用するアラームについては、しきい値に対
して [greater than] (次より大きい:)、または [greater than or equal to] (次以上:) を選択しな
いようにします。
8.

[追加設定] で、次の操作を行います。
• [Datapoints to alarm] (アラームへのデータポイント)に、メトリクス値がしきい値を満たす必要があ
るデータポイント数 (評価期間) を入力します。例えば、5 分の期間が 2 回連続すると、アラームの
状態が呼び出されるまで 10 分かかります。
• [Missing data treatment (欠落データの処理)] では、[Treat missing data as bad (breaching threshold)
(欠落データを問題として処理する (しきい値を超過))] を選択します。詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch アラームが欠落データを処理する方法の設定」を参照
してください。

9.

[Next] を選択します。
[Configure actions] (アクションの設定) ページが表示されます。

10. [通知] で、アラームが ALARM 状態、OK 状態、または INSUFFICIENT_DATA 状態のときに通知する
ための Amazon SNS トピックを選択します。
同じアラーム状態または複数の異なるアラーム状態について複数の通知を送信するには、[Add
notification (通知の追加)] を選択します。
アラームの通知を送信しない場合は、 [削除] を選択します。
11. Configure actions (アクションの設定) ページの他のセクションは空にしたままにすることができま
す。他のセクションを空のままにすると、スケーリングポリシーへの関連付けなしでアラームが作成
されます。その後、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから、アラームをスケーリングポリシーに
関連付けることができます。
12. [Next] を選択します。
13. 名前 (Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity など) を入力し、必要に応じてアラームの説明を
入力して [次へ] を選択します。
14. [アラームの作成] を選択します。
例: CPU が 80% のしきい値を 4 分間超過した場合に違反する CloudWatch アラーム
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ステップスケーリングポリシーの作成 (コンソール)
グループの作成後、Auto Scaling グループにステップスケーリングポリシーを設定できます。
次の手順は、2 つのステップスケーリングポリシーを作成するために Amazon EC2 Auto Scaling コンソー
ルを使用する方法を示します。スケールアウトポリシーはグループのキャパシティーを 30 パーセント増
やし、スケールインポリシーはグループのキャパシティーを 2 インスタンスに減らす方法を示していま
す。
スケーリングポリシーを設定している間、アラームを同時に作成できます。または、前のセクションで説
明したように、CloudWatch コンソールから作成したアラームを使用することもできます。

スケールアウト用のステップスケーリングポリシーを作成するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

4.
5.

最小および最大サイズの制限が適切に設定されていることを確認します。たとえば、グループがすで
にその最大サイズに達している場合は、スケールアウトするために新しい最大サイズを指定する必要
があります。Amazon EC2 Auto Scaling は、最小キャパシティー以下または最大キャパシティー以上
にグループがスケールされることはありません。グループを更新するには、[詳細] タブで、最小キャ
パシティーと最大キャパシティーの現在の設定を変更します。
[Automatic scaling] (オートスケーリング) タブの [Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリ
シー) で、[Create dynamic scaling] (動的スケーリングポリシーの作成) を選択します。
スケールアウト (キャパシティーを増やす) のポリシーを定義するには、次の手順を実行します。
a.
b.
c.

d.

[Policy type (ポリシータイプ)] で、[Step scaling (ステップスケーリング)] を選択します。
ポリシーの名前を指定します。
[CloudWatch アラーム] でアラームを選択します。アラームをまだ作成していない場合
は、[Create a CloudWatch alarm] (CloudWatch アラームを作成する) を選択し、メトリクスの上
限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラームを作成する (コンソール) (p. 149) でス
テップ 4 からステップ 14 を実行して、CPU 使用率を監視するアラームを作成します。アラーム
のしきい値を 80% 以上に設定します。
[Take the action (このアクションを実行)] を使用して、このポリシーの実行時に行う現在のグルー
プサイズの変更を指定します。特定の数のインスタンスまたは既存のグループサイズに対する割
合を追加したり、グループを正確なサイズに設定したりできます。
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たとえば、Add を選択し、次のフィールドに 30 と入力してから percent of group を選択し
ます。デフォルトでは、このステップ調整値の下限はアラームしきい値であり、上限は正 (+) の
無限大です。

6.

e.

別のステップを追加するには、[Add step (ステップの追加)] を選択し、スケールする量と、ア
ラームしきい値に対するステップの下限と上限を定義します。

f.

最小数のインスタンスを設定してスケールするには、[Add capacity units in increments of at least
(最小数の増分でキャパシティーユニットを追加する)] 1 [capacity units (キャパシティーユニッ
ト)] の数値フィールドをアップデートします。

g.

(オプション) [Instances need] (インスタンスには以下のものが必要です) で、必要に応じてインス
タンスのウォームアップ値を更新します。

[Create] を選択します。

スケールイン用のステップスケーリングポリシーを作成するには
1.

[Create dynamic scaling policy (動的スケーリングポリシーの作成)] を選択して、スケールアウトのポ
リシーを作成した後で中断したところを続行します。

2.

スケールイン (キャパシティーの減少) のポリシーを定義するには、次の手順を実行します。
a.

[Policy type (ポリシータイプ)] で、[Step scaling (ステップスケーリング)] を選択します。

b.

ポリシーの名前を指定します。

c.

[CloudWatch アラーム] でアラームを選択します。アラームをまだ作成していない場合
は、[Create a CloudWatch alarm] (CloudWatch アラームを作成する) を選択し、メトリクスの上
限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラームを作成する (コンソール) (p. 149) でス
テップ 4 からステップ 14 を実行して、CPU 使用率を監視するアラームを作成します。アラーム
のしきい値を 40% 以下に設定します。

d.

[Take the action (このアクションを実行)] を使用して、このポリシーの実行時に行う現在のグルー
プサイズの変更を指定します。特定の数のインスタンスまたは既存のグループサイズに対する割
合を削除したり、グループを正確なサイズに設定したりできます。
たとえば、Remove を選択し、次のフィールドに 2 と入力してから capacity units を選択し
ます。デフォルトでは、このステップ調整値の上限はアラームしきい値であり、下限は負 (-) の無
限大です。

e.
3.

別のステップを追加するには、[Add step (ステップの追加)] を選択し、スケールする量と、ア
ラームしきい値に対するステップの下限と上限を定義します。

[Create] を選択します。

スケーリングポリシーと CloudWatch アラームの作成 (AWS CLI)
以下のように AWS CLI を使用して Auto Scaling グループのステップまたは簡易スケーリングポリシーを
設定します。
タスク
• ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成します。 (p. 153)
• ステップ 2: スケーリングポリシーを作成する (p. 153)
• ステップ 3: メトリクスの上限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラームを作成す
る (p. 154)
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ステップ 1: [Auto Scaling グループ] を作成します。
以下の create-auto-scaling-group コマンドを使用して、起動テンプレート my-template を使用して myasg という名前の Auto Scaling グループを作成します。起動テンプレートがない場合は、「AWS CLI 起
動テンプレートの使用例 (p. 33)」を参照してください。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-template LaunchTemplateName=my-template,Version='2' \
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
--max-size 5 --min-size 1

ステップ 2: スケーリングポリシーを作成する
アプリケーションの負荷が変化したときの処理を Auto Scaling グループに指示する、ステップまたは簡易
スケーリングポリシーを作成できます。

ステップスケーリングポリシー
例: my-step-scale-out-policy
以下の put-scaling-policy コマンドを使用して、PercentChangeInCapacity の調整タイプで my-stepscale-out-policy という名前のステップスケーリングポリシーを作成します。このポリシーでは、以
下のステップ調整に基づいてグループのキャパシティーを増やします (CloudWatch アラームしきい値を
60% と想定)。
• メトリクスの値が 60% 以上、75% 未満の場合は、インスタンス数を 10% 増やします。
• メトリクスの値が 75% 以上、85% 未満の場合は、インスタンス数を 20% 増やします。
• メトリクスの値が 85% 以上の場合は、インスタンス数を 30% 増やします。

aws autoscaling put-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-step-scale-out-policy \
--policy-type StepScaling \
--adjustment-type PercentChangeInCapacity \
--metric-aggregation-type Average \
--step-adjustments
MetricIntervalLowerBound=0.0,MetricIntervalUpperBound=15.0,ScalingAdjustment=10 \
MetricIntervalLowerBound=15.0,MetricIntervalUpperBound=25.0,ScalingAdjustment=20 \
MetricIntervalLowerBound=25.0,ScalingAdjustment=30 \
--min-adjustment-magnitude 1

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。ポリシーの CloudWatch アラームを作成する場
合に必要です。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:4ee9e543-86b5-4121b53b-aa4c23b5bbcc:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-step-scale-in-policy
}

例: my-step-scale-in-policy
以下の put-scaling-policy コマンドを使用して my-step-scale-in-policy という名前のステップス
ケーリングポリシーを作成し、関連する CloudWatch アラームがメトリクスのしきい値の下限を超えた場
合に、調整タイプ ChangeInCapacity を使用して 2 つのインスタンスでグループのキャパシティーを減
らします。

153

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
ステップスケーリングポリシー
および簡易スケーリングポリシー
aws autoscaling put-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-step-scale-in-policy \
--policy-type StepScaling \
--adjustment-type ChangeInCapacity \
--step-adjustments MetricIntervalUpperBound=0.0,ScalingAdjustment=-2

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。これは、ポリシーの CloudWatch アラームを作
成する場合に必要です。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:ac542982cbeb-4294-891c-a5a941dfa787:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-step-scale-out-policy
}

簡易スケーリングポリシー
あるいは、先ほどの CLI コマンドの代わりに以下の CLI コマンドを使用して、簡易スケーリングポリシー
を作成できます。簡易スケーリングポリシーを使用しているため、クールダウン期間が設定されることに
注意してください。
例: my-simple-scale-out-policy
以下の put-scaling-policy コマンドを使用して my-simple-scale-out-policy という名前の簡易スケー
リングポリシーを作成し、関連する CloudWatch アラームがメトリクスのしきい値の上限を超えた場合
に、調整タイプ PercentChangeInCapacity を使用してグループのキャパシティーを 30% 増やしま
す。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-out-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment 30 \
--adjustment-type PercentChangeInCapacity

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。これは、ポリシーの CloudWatch アラームを作
成する場合に必要です。
例: my-simple-scale-in-policy
以下の put-scaling-policy コマンドを使用して my-simple-scale-in-policy という名前の簡易スケー
リングポリシーを作成し、関連する CloudWatch アラームがメトリクスのしきい値の下限を超えた場合
に、調整タイプ ChangeInCapacity を使用してグループのキャパシティーを 1 インスタンス減らしま
す。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-in-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment -1 \
--adjustment-type ChangeInCapacity --cooldown 180

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。これは、ポリシーの CloudWatch アラームを作
成する場合に必要です。

ステップ 3: メトリクスの上限しきい値および下限しきい値の CloudWatch アラー
ムを作成する
ステップ 2 では、メトリクス値が増減している場合に、スケールアウトおよびスケールインする方法を
Amazon EC2 Auto Scaling に指示するスケーリングポリシーを作成しました。このステップでは、監視す
るメトリクスを識別し、アラームのメトリクスの上限しきい値と下限しきい値、およびその他の詳細を定
義し、アラームをスケーリングポリシーに関連付けることで 2 つのアラームを作成します。
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例: AddCapacity
以下の CloudWatch put-metric-alarm コマンドを使用して、2 分間の連続した 2 つの評価期間にわたって平
均 CPU しきい値 60% に基づいて Auto Scaling グループのサイズを増やすアラームを作成します。独自の
カスタムメトリクスを使用するには、名前を --metric-name で指定し、その名前空間を --namespace
で指定します。
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity \
--metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 --statistic Average \
--period 120 --evaluation-periods 2 --threshold 60 \
--comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \
--dimensions "Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg" \
--alarm-actions PolicyARN

例: RemoveCapacity
以下の CloudWatch put-metric-alarm コマンドを使用して、2 分間の連続した 2 つの評価期間にわたって平
均 CPU しきい値 40% に基づいて Auto Scaling グループのサイズを減らすアラームを作成します。独自の
カスタムメトリクスを使用するには、名前を --metric-name で指定し、その名前空間を --namespace
で指定します。
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity \
--metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 --statistic Average \
--period 120 --evaluation-periods 2 --threshold 40 \
--comparison-operator LessThanOrEqualToThreshold \
--dimensions "Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg" \
--alarm-actions PolicyARN

インスタンスのウォームアップまたはスケーリングの
クールダウンのデフォルト値を設定する
インスタンスのデフォルトウォームアップとデフォルトクールダウンは、スケーリングパフォーマンスを
微調整するために使用できる Auto Scaling グループのプロパティです。
目次
• Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを設定する (p. 155)
• Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングクールダウン (p. 158)
• 利用可能なウォームアップ設定とクールダウン設定 (p. 160)

Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォー
ムアップを設定する
インスタンスのデフォルトウォームアップ機能を使用して、動的スケーリングに使用される Amazon
CloudWatch メトリクスを改善することができます。CloudWatch は、Auto Scaling インスタンス全体で
CPU やネットワーク I/O などの使用状況データを収集し、集計します。これらのメトリクスを使用して、
選択したメトリクスの値の増減に応じて Auto Scaling グループ内にあるインスタンスの数を調整するス
ケーリングポリシーを作成します。
インスタンスのデフォルトウォームアップが有効化されていない場合、各インスタンスは、その状態が
InService になると同時に、集計されたメトリクスへの使用状況データの提供を開始しますが、インス
タンスのデフォルトウォームアップを有効にすると、インスタンスは、使用状況データを提供する前に
ウォームアップを完了できるようになります。これは、アプリケーショントラフィックの処理をまだ行っ
ておらず、コンピューティングリソースの使用率が一時的に高くなっている可能性がある個々のインスタ
ンスのメトリクスが、動的スケーリングに影響しないようにします。
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インスタンスのデフォルトウォームアップは、デフォルトで設定および有効化されていません。ターゲッ
ト追跡ポリシーやステップスケーリングポリシーなどの継続的にスケールするスケーリングポリシーの
パフォーマンスを最適化するため、その値が 0 秒に設定されている場合でも、インスタンスのデフォル
トウォームアップを有効にすることを強くお勧めします。インスタンスのデフォルトウォームアップが有
効化されていない場合は、インスタンスの起動時にデフォルトクールダウンが適用されることがあり、デ
フォルトクールダウンの期間が終了するまで動的スケーリングのスケールインアクティビティがブロック
されます。
さらに、インスタンスのデフォルトウォームアップ機能を有効にすることで、個々のスケーリングポリ
シーとインスタンスの更新にウォームアップパラメータの値を指定する必要がなくなります。インスタ
ンスのデフォルトウォームアップは、これらの設定をグループレベルで統一するために使用できます。デ
フォルトで、これらのパラメータは、インスタンスのデフォルトウォームアップの値に設定されます。詳
細については、「利用可能なウォームアップ設定とクールダウン設定 (p. 160)」を参照してください。
目次
• インスタンスのデフォルトウォームアップの時間値を選択する (p. 156)
• インスタンスのデフォルトウォームアップがスケーリングに与える影響について (p. 156)
• グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする (p. 157)
• グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを検証する (p. 158)

インスタンスのデフォルトウォームアップの時間値を選択する
ウォームアップ時間値を選択するときは、正当なトラフィックの使用状況データの収集と、起動時におけ
る一時的な使用率の急増に関連するデータ収集の最小限化の両者間におけるバランスの適正化を目指しま
す。
インスタンスの起動が終了すると、インスタンスは、Auto Scaling グループにアタッチされ、Elastic Load
Balancing ロードバランサーに登録されてから (使用される場合)、InService 状態になります。インスタ
ンスが InService 状態になった後も、リソースの消費は引き続き一時的に急増する場合があり、安定化
する時間が必要です。例えば、大量のアセットをダウンロードしてキャッシュする必要があるアプリケー
ションサーバーのリソース消費が安定するまでにかかる時間は、ダウンロードする大量のアセットがない
軽量のウェブサーバーよりも長くなります。インスタンスのデフォルトウォームアップは、リソース消費
の安定化に必要な遅延時間を提供します。

Important
起動時に実行される設定タスクやスクリプトを伴うユースケースにライフサイクルフックを使用
することも検討する必要があります。ライフサイクルフックは、インスタンスが初期化を終了す
るまで、スケールアウトイベントでのそれらの運用を遅らせることができます。ライフサイクル
フックは特に、完了に時間がかかるブートストラップスクリプトがある場合に便利です。このた
め、ライフサイクルフックを追加すると、インスタンスのデフォルトウォームアップの値を減ら
すことができます。インスタンスのデフォルトウォームアップを 0 秒に設定する場合、ライフサ
イクルフックに必要な時間を超える追加の待機期間は課されません。ライフサイクルフック使用
の詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照して
ください。

インスタンスのデフォルトウォームアップがスケーリングに与える影響について
インスタンスのデフォルトウォームアップを有効にすると、Auto Scaling グループで新しく起動される各
インスタンスにウォームアップ期間が設定されます。
インスタンスのウォームアップ期間中、スケーリングポリシーは、ウォームアップしていないインスタン
スからのメトリクス値がポリシーのアラーム上限しきい値 (ターゲット追跡スケーリングポリシーのター
ゲット使用率と同じ) を超える場合にのみスケールアウトします。
インスタンスがまだウォームアップしているときにグループが再度スケールアウトすると、それらのイン
スタンスは次のスケールアウトアクティビティの希望容量の一部として計上されます。したがって、複数
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のアラーム超過によってもステップ調整値の範囲は変わらず、1 つのスケーリングアクティビティという
結果になります。その目的は、スケールアウトを継続的に (ただし過剰になることなく) 行うことです。
需要が高くなる場合は、アプリケーションの可用性を保護するためにスケールインを控えめに実行するこ
とがその目的になります。これは、インスタンスがウォーミングアップが完了するまで、スケーリングポ
リシーによって開始されるスケールインアクティビティをブロックします。

グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする
インスタンスのデフォルトウォームアップは、Auto Scaling グループの作成時に有効化できます。既存の
グループに対して有効化することも可能です。
Console
新しいグループに対してインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする (コンソール)
Auto Scaling グループを作成するときに、[Configure advanced options] (詳細オプションを設定) ペー
ジの [Additional settings] (追加設定)で、[Enable default instance warmup] (インスタンスのデフォルト
ウォームアップを有効にする) オプションを選択します。アプリケーションに必要なウォームアップ時
間を選択します。
AWS CLI
新しいグループに対してインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする (AWS CLI)
Auto Scaling グループに対してインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にするには、-default-instance-warmup オプションを追加して、0 から 3600 までの値 (秒単位) を指定しま
す。-1 の値は、有効化後にこの設定をオフにします。
以下の create-auto-scaling-group コマンドは、my-asg という名前の Auto Scaling グループを作成
し、120 秒の値でインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にします。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --defaultinstance-warmup 120 ...

Tip
このコマンドでエラーが発生する場合は、AWS CLI がローカルで最新バージョンに更新され
ていることを確認してください。
Console

既存のグループに対してインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペイン
で [Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、Auto Scaling グループを作した AWS リージョン を選択し
ます。

3.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

4.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

5.

[Default instance warmup] (インスタンスのデフォルトウォームアップ) で、アプリケーションに
必要なウォームアップ時間を選択します。

6.

[Update] (更新) を選択します。
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AWS CLI
既存のグループに対してインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にする (AWS CLI)
以下の例は、update-auto-scaling-group コマンドを使用して、my-asg という名前の既存の Auto
Scaling グループに対し、120 秒の値でインスタンスのデフォルトウォームアップを有効にします。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --defaultinstance-warmup 120

Tip
このコマンドでエラーが発生する場合は、AWS CLI がローカルで最新バージョンに更新され
ていることを確認してください。

グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを検証する
Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを検証する (AWS CLI)
describe Auto Scaling グループコマンドを実行します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

}

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"AutoScalingGroupARN": "arn",
...
"DefaultInstanceWarmup": 120
}
]

Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングクールダウン
Auto Scaling グループは、インスタンスの起動または終了後、クールダウン期間が終了するのを待って
から、シンプルスケーリングポリシーによって開始される追加のスケーリングアクティビティを開始し
ます。クールダウン期間の目的は、以前のアクティビティの効果を確認できるようになる前に、Auto
Scaling グループが追加のインスタンスを起動または終了しないようにすることです。

Important
ベストプラクティスとして、シンプルスケーリングポリシーとスケーリングクールダウンを使用
しないことをお勧めします。
ほとんどの場合、スケーリングパフォーマンスにより適しているのは、ターゲット追跡スケー
リングポリシーまたはステップスケーリングポリシーです。スケーリングメトリクスの値が減
少または増加するにつれて Auto Scaling グループのサイズを比例して変更するスケーリングポ
リシーの場合は、簡易スケーリングまたはステップスケーリングのいずれかでターゲットを追
跡 (p. 139)することをお勧めします。
例えば、CPU 使用率のシンプルスケーリングポリシーがインスタンスを 2 個起動することを推奨すると
します。Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを 2 個起動してから、クールダウン期間が終了するま
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でスケーリングアクティビティを一時停止します。シンプルスケーリングポリシーによって開始されたス
ケーリングアクティビティを再開できるのは、このクールダウン期間の終了後になります。CPU 使用率
がアラーム上限しきい値を再度超過すると、Auto Scaling グループが再度スケールアウトし、クールダウ
ン期間も再度有効になります。ただし、メトリクス値を低減させるためには 2 個のインスタンスで十分で
あった場合、グループは現行のサイズのままになります。
目次
• 考慮事項 (p. 159)
• 追加の遅延を発生させるライフサイクルフック (p. 159)
• デフォルトのクールダウン期間を変更する (p. 160)
• 特定のシンプルスケーリングポリシーにクールダウン期間を設定する (p. 160)

考慮事項
以下の考慮事項は、シンプルスケーリングポリシーとスケーリングクールダウンの使用時に適用されま
す。
• ターゲット追跡ポリシーとステップスケーリングポリシーは、クールダウン期間の終了を待つことな
く、ただちにスケールアウトアクティビティを開始できます。その代わり、Auto Scaling グループが
インスタンスを起動するときは、常に個々のインスタンスにウォームアップ期間が設定されます。詳
細については、「Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを設定す
る (p. 155)」を参照してください。
• スケジュールされたアクションがスケジュールされた時刻に開始されるときも、クールダウン期間の終
了を待つことなく、ただちにスケーリングアクティビティを開始できます。
• インスタンスが異常になった場合、Amazon EC2 Auto Scaling はクールダウン期間の終了を待たずに異
常なインスタンスを置き換えます。
• 複数のインスタンスが起動または終了される場合は、最後のインスタンスの起動または終了が完了した
時点でクールダウン期間 (デフォルトのクールダウンまたはスケーリングポリシー固有のクールダウン)
が実施されます。
• Auto Scaling グループを手動でスケールするときは、クールダウンの終了を待たないことがデフォルト
になります。ただし、AWS CLI または SDK を使用して手動でスケールするときは、この動作を上書き
して、デフォルトクールダウンを実施することができます。
• デフォルトで、Elastic Load Balancing は登録解除 (Connection Draining) プロセスが完了するまで 300
秒間待機します。グループが Elastic Load Balancing ロードバランサーの背後にある場合は、クールダ
ウン期間を開始する前に、終了されるインスタンスが登録解除されるのを待ちます。

追加の遅延を発生させるライフサイクルフック
ライフサイクルフック (p. 202)が呼び出される場合、クールダウン期間はライフサイクルアクションの
完了後、またはタイムアウト期間の終了後に開始されます。例えば、インスタンス起動用のライフサイク
ルフックがある Auto Scaling グループについて考えてみましょう。アプリケーションで需要の増加が生じ
ると、グループは容量を追加するためにインスタンスを起動します。ライフサイクルフックが存在するこ
とから、インスタンスは待機状態になり、シンプルスケーリングポリシーによるスケーリングアクティビ
ティは一時停止されます。インスタンスが InService 状態になると、クールダウン期間が開始します。
クールダウン期間が終了すると、シンプルなスケーリングポリシーのアクティビティが再開されます。
Elastic Load Balancing が有効化されているときは、スケールインにおいて、終了されているインスタンス
が Connection Draining (登録解除遅延) を終了するときにクールダウン期間が開始されます。フック期間の
待機は行われません。つまり、シンプルスケーリングポリシーによるスケーリングアクティビティは、ス
ケールインイベントの結果がグループの容量に反映され次第再開できることになります。これ以外の場合
は、3 つのアクティビティ (Connection Draining、ライフサイクルフック、およびクールダウン期間) のす
べてが完了するまで待機することになり、Auto Scaling グループがスケーリングを一時停止しなければな
らない時間が大幅に長くなります。

159

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
デフォルトのウォームアップ値
またはクールダウン値を設定する

デフォルトのクールダウン期間を変更する
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールで Auto Scaling グループを初めて作成するときにデフォルトクール
ダウンを設定することはできません。デフォルトで、このクールダウン期間は 300 秒 (5 分) に設定されて
います。これは、グループの作成後に必要に応じて更新できます。
デフォルトのクールダウン期間を変更する (コンソール)
Auto Scaling グループの作成後、[Details] (詳細) タブの [Advanced configurations] (高度な設定) で [Edit]
(編集) を選択します。[Default cooldown] (デフォルトのクールダウン) で、インスタンスの起動時間やその
他のアプリケーションニーズに基づいて、希望する時間を選択します。
デフォルトのクールダウン期間を変更する (AWS CLI)
以下のコマンドを使用して、新しい、または既存の Auto Scaling グループのデフォルトのクールダウンを
変更します。デフォルトのクールダウンが定義されていない場合は、デフォルト値の 300 秒が使用されま
す。
• create-auto-scaling-group
• update-auto-scaling-group
デフォルトのクールダウンの値を確認するには、describe-auto-scaling-groups コマンドを使用します。

特定のシンプルスケーリングポリシーにクールダウン期間を設定する
デフォルトで、すべてのシンプルスケーリングポリシーは Auto Scaling グループに定義されているデフォ
ルトのクールダウン期間を使用します。特定のシンプルスケーリングポリシーにクールダウン期間を設定
するには、ポリシーを作成または更新するときに、オプションのクールダウンパラメータを使用します。
ポリシーにクールダウン期間を指定すると、デフォルトのクールダウンが上書きされます。
スケーリングポリシー固有のクールダウン期間の一般的な用途の 1 つに、スケールインポリシーとの使用
があります。このポリシーはインスタンスを削除するため、Amazon EC2 Auto Scaling が追加のインスタ
ンスを削除するかどうかを判断するために必要な時間が減ります。インスタンスを終了するオペレーショ
ンは、インスタンスを起動するよりもはるかに高速です。したがって、デフォルトのクールダウン期間で
ある 300 秒は長すぎます。この場合、スケールインポリシーの値をより短くしたスケーリングポリシー固
有のクールダウン期間は、グループがより迅速にスケールインできるようにすることで、コストの削減に
役立ちます。
コンソールでシンプルスケーリングポリシーを作成または更新するには、グループの作成後に [Automatic
scaling] (自動スケーリング) タブを選択します。AWS CLI を使用してシンプルスケーリングポリシーを作
成または更新するには、put-scaling-policy コマンドを使用します。詳細については、「ステップスケーリ
ングポリシーおよび簡易スケーリングポリシー (p. 145)」を参照してください。

利用可能なウォームアップ設定とクールダウン設定
スケーリングパフォーマンスを最適化できるように、Auto Scaling グループに適切なウォームアップ設定
とクールダウン設定を選択します。
これには、ウォームアップ設定とクールダウン設定のすべてを統一する DefaultInstanceWarmup 設定
の使用をお勧めします。必要に応じて、HealthCheckGracePeriod 設定を使用することもできます。
その他の利用可能な設定は、DefaultInstanceWarmup 設定と同時に使用されることを意図していませ
ん。例えば、DefaultInstanceWarmup がすでに定義されている場合に EstimatedInstanceWarmup
および InstanceWarmup は必要なく、DefaultCooldown および Cooldown が必要となるのはシンプ
ルスケーリングポリシーの使用時のみです。(ベストプラクティスとして、シンプルスケーリングポリシー
ではなく、ターゲット追跡ポリシーとステップスケーリングポリシーの使用をお勧めします。) ただし、
ユーザーがユースケースに適した設定を選択できるように、今後もこれらすべての設定がサポートされま
す。
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DefaultInstanceWarmup (推奨)
API 操作: CreateAutoScalingGroup、UpdateAutoScalingGroup
新たに起動されたインスタンスが Amazon CloudWatch メトリクスに反映されるまでの時間 (秒)。この遅
延は、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスメトリクスを集計する前にインスタンスが初期化を終了
できるようにするため、より信頼性の高い使用状況データが得られるようになります。この値には、イン
スタンスが InService 状態になってからリソースの消費が安定するまでにかかる時間に等しい値を設定
します。詳細については、「Auto Scaling グループに対するインスタンスのデフォルトウォームアップを
設定する (p. 155)」を参照してください。
インスタンスの起動にライフサイクルフックを使用すると、インスタンスのウォームアップ値を減らすこ
とができます。Auto Scaling グループがロードバランサーの背後にある場合は、グループにライフサイク
ルフックを追加して、ライフサイクルフックの最後にインスタンスがロードバランサーに登録される前
に、トラフィックを提供するためのインスタンスの準備が整っていることを確実にすることができます。
詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。

Important
グループレベルでウォームアップ設定を管理するには、その値が 0 秒に設定されている場合で
も、インスタンスのデフォルトウォームアップを設定することをお勧めします。これにより、
ターゲット追跡ポリシーやステップスケーリングポリシーなどの継続的にスケールするスケーリ
ングポリシーのパフォーマンスも最適化されます。
以前設定した値を削除する必要がある場合は、値を -1 に指定したプロパティを含めます。ただ
し、最小値の 0 を設定して、インスタンスのデフォルトウォームアップを有効にしておくことを
強くお勧めします。
デフォルト: なし

EstimatedInstanceWarmup
DefaultInstanceWarmup が定義されている場合は必要ありません。
API 操作: PutScalingPolicy
新たに起動されたインスタンスが CloudWatch メトリクスに反映されるまでの予測時間 (秒)。このウォー
ムアップ期間は、特定のターゲット追跡またはステップスケーリングポリシーによって起動されたイン
スタンスに適用されます。ここでウォームアップ期間を指定すると、インスタンスのデフォルトウォーム
アップが上書きされます。詳細については、「ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 139)」および
「ステップスケーリングポリシーおよび簡易スケーリングポリシー (p. 145)」を参照してください。
デフォルト値: 定義されていない場合、このパラメータの値はデフォルトで、グループに定義されたインス
タンスのデフォルトウォームアップの値になります。インスタンスのデフォルトウォームアップが null の
場合、デフォルトクールダウンの値にフォールバックします。

InstanceWarmup
DefaultInstanceWarmup が定義されている場合は必要ありません。
API 操作: StartInstanceRef
特定のインスタンス更新操作に適用される秒単位のウォームアップ期間。インスタンス更新の開始時に
ウォームアップ期間を指定すると、インスタンスのデフォルトウォームアップが上書きされますが、上書
きされるのは現行のインスタンス更新のみです。詳細については、「インスタンスの更新に基づいて Auto
Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を参照してください。
デフォルト値: 定義されていない場合、このパラメータの値はデフォルトで、グループに定義されたインス
タンスのデフォルトウォームアップの値になります。インスタンスのデフォルトウォームアップが null の
場合、ヘルスチェック猶予期間の値にフォールバックします。
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DefaultCooldown
シンプルスケーリングポリシーを使用する場合にのみ必要になります。
API 操作: CreateAutoScalingGroup、UpdateAutoScalingGroup
スケーリングアクティビティが終了してからシンプルスケーリングポリシーによる別のスケーリングアク
ティビティが開始されるまでの秒単位の時間。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリ
ングクールダウン (p. 158)」を参照してください。
デフォルト: 300 秒

Cooldown
シンプルスケーリングポリシーを使用する場合にのみ必要になります。
API 操作: PutScalingPolicy
特定のシンプルスケーリングポリシーに適用される秒単位のクールダウン期間。(シンプルスケーリング
ポリシーは推奨されなくなりました。ベストプラクティスとして、その代わりにターゲット追跡ポリシー
とステップスケーリングポリシーを使用することをお勧めします。) ここでクールダウン期間を指定する
と、デフォルトのクールダウンが上書きされます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のス
ケーリングクールダウン (p. 158)」を参照してください。
デフォルト: なし

HealthCheckGracePeriod
API 操作: CreateAutoScalingGroup、UpdateAutoScalingGroup
Amazon EC2 Auto Scaling が、稼働状態になった EC2 インスタンスのヘルスステータスを確認し、失敗し
た Elastic Load Balancing またはカスタムヘルスチェックが原因でそのインスタンスを異常としてマーク
するまでの秒単位の待機時間。これは、インスタンスが InService 状態になった直後にこれらのヘルス
チェックに合格しない場合に役立ちます。詳細については、「Auto Scaling グループにヘルスチェックの
猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。
インスタンスの起動にライフサイクルフックを使用する場合は、ヘルスチェックの猶予期間の値を 0 に設
定できます。Auto Scaling グループがロードバランサーの背後にある場合は、グループにライフサイクル
フックを追加して、ライフサイクルフックの最後にインスタンスがロードバランサーに登録される前に、
トラフィックを提供するためのインスタンスの準備が整っていることを確実にすることを検討してくださ
い。詳しくは、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。
デフォルト値: AWS Management Consoleで作成する Auto Scaling グループについては 300 秒。AWS CLI
または SDK を使用して作成する Auto Scaling グループについては 0 秒。

Amazon SQS に基づくスケーリング
このセクションでは、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー内のシステムロードの変化に
応じて Auto Scaling グループをスケーリングする方法について説明します。Amazon SQS の使用方法の詳
細については、「Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド」をご参照ください。
Amazon SQS キューのアクティビティに応じたスケーリングを検討するシナリオはいくつかあります。た
とえば、ユーザーがイメージをアップロードしてオンラインで使用できるウェブアプリがあるとします。
このシナリオでは、各イメージはサイズ変更されエンコードされてから公開されます。このアプリケー
ションは、標準的なアップロード速度を処理するように設定された Auto Scaling グループ内の EC2 イン
スタンスで実行されます。異常なインスタンスは終了され置き換えられて、常に現在のインスタンスレ
ベルが維持されます。このアプリは処理のためイメージの raw ビットマップデータを SQS キューに配置
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します。イメージが処理され、処理されたイメージはユーザーから確認できる場所に発行されます。この
シナリオのアーキテクチャは、イメージのアップロード数が時間の経過とともに変化しない場合に有効で
す。ただし、アップロード数が時間の経過とともに変化する場合は、動的スケーリングを使用して Auto
Scaling グループのキャパシティーを拡張することを検討してください。
目次
• 適切なメトリクスを用いたターゲット追跡を使用する (p. 163)
• 制限事項と前提条件 (p. 164)
• Amazon SQS に基づくスケーリングを設定 (p. 164)
• Amazon SQS とインスタンスのスケールイン保護 (p. 167)

適切なメトリクスを用いたターゲット追跡を使用する
カスタム Amazon SQS キューメトリクスに基づくターゲット追跡スケーリングポリシーを使用する場合、
動的スケーリングはアプリケーションの需要曲線に合わせてより効果的に調整できます。ターゲット追跡
のメトリクスの選択の詳細については、「メトリクスを選択する (p. 140)」を参照してください。
ターゲット追跡に ApproximateNumberOfMessagesVisible のような CloudWatch Amazon SQS メト
リクスを使用する場合の問題は、キュー内のメッセージの数が、キューからのメッセージを処理する Auto
Scaling グループのサイズに比例して変化しない可能性があることです。これは SQS キューにあるメッ
セージの数のみでは、必要なインスタンスの数は定義されないためです。Auto Scaling グループ内のイン
スタンスの数は複数の要因によって決まります。たとえば、メッセージを処理するためにかかる時間や、
許容されるレイテンシー (キュー遅延) の量などです。
解決策は、インスタンスあたりのバックログのメトリクスを使用して、ターゲット値を維持するインスタ
ンスあたりの適正バックログにすることです。これらの数は以下のように計算できます。
• インスタンスあたりのバックログ: インスタンスあたりのバックログを計算するには、まず
ApproximateNumberOfMessages キュー属性を使用して SQS キューの長さ (このキューから取得で
きるメッセージ数) を決定します。その数をフリートの実行キャパシティーで割ります。Auto Scaling
グループの場合、これは InService 状態にあるインスタンスの数です。これでインスタンスあたりの
バックログを得ることができます。
• インスタンスあたりの適正バックログ: ターゲット値を計算するには、まずレイテンシーの点でアプリ
ケーションが受け付けることができる数を決定します。次に、適切なレイテンシー値を取ってそれを
EC2 インスタンスがメッセージを処理する平均所要時間で割ります。
例として、現在、10 個のインスタンスを持つ Auto Scaling グループがあり、キュー
(ApproximateNumberOfMessages) にある可視メッセージの数が 1,500 であるとします。メッセージあ
たりの平均処理時間が 0.1 秒で、最長許容レイテンシーが 10 秒の場合、インスタンスあたりの許容バック
ログは 10/0.1、つまり 100 メッセージとなります。つまり、100 がターゲット追跡ポリシーのターゲット
値です。インスタンスあたりのバックログがターゲット値に達すると、スケールアウトイベントが発生し
ます。インスタンスあたりのバックログが既に 150 メッセージ (1,500 メッセージ/10 インスタンス) ある
ため、グループは、ターゲット値との比例を維持するために 5 インスタンス分スケールアウトします。
次の手順は、カスタムメトリクスを公開し、これらの計算に基づいてスケーリングするように Auto
Scaling グループを設定するターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する方法を示しています。
この設定は 3 つの主要な部分で構成されます。
• SQS キューからのメッセージを処理するために EC2 インスタンスを管理する Auto Scaling グループ。
• Amazon CloudWatch に送信するカスタムメトリクス。Auto Scaling グループの EC2 インスタンスごと
にキュー内のメッセージの数を測定します。
• ターゲット追跡ポリシー。カスタムメトリクスと一連のターゲット値に基づいて Auto Scaling グループ
をスケールするように設定します。CloudWatch アラームでスケーリングポリシーを呼び出します。
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次の図は、この設定のアーキテクチャを示しています。

制限事項と前提条件
この設定を使用するには、次の制限事項に注意する必要があります。
• カスタムメトリクスを CloudWatch に発行するには、AWS CLI または SDK を使用する必要がありま
す。その後、AWS Management Console を使用してメトリクスを監視できます。
• Amazon EC2 Auto Scaling コンソールには、カスタムメトリックスを使用するターゲット追跡スケーリ
ングポリシーはありません。スケーリングポリシーのカスタムメトリックスを指定するには、AWS CLI
または SDK を使用する必要があります。
次のセクションでは、実行する必要があるタスクに AWS CLI を使用するよう指示しています。たとえ
ば、キューの現在の使用状況を反映するメトリックスデータを取得するには、SQS get-queue-attributes コ
マンドを使用します。CLI がインストールされ、設定されていることを確認します。
開始する前に、使用する Amazon SQS キューが必要です。以下のセクションは、キュー (標準または
FIFO)、Auto Scaling グループ、キューを使用するアプリケーションを実行している EC2 インスタンス
があることを前提としています。Amazon SQS の詳細については、「Amazon Simple Queue Service
Developer Guide」を参照してください。

Amazon SQS に基づくスケーリングを設定
タスク
• ステップ 1: CloudWatch カスタムメトリクスを作成する (p. 164)
• ステップ 2: ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する (p. 165)
• ステップ 3: スケーリングポリシーをテストする (p. 166)

ステップ 1: CloudWatch カスタムメトリクスを作成する
カスタムメトリックスは、選択したメトリックス名と名前空間を使用して定義されます。カスタムメト
リクスの名前空間を AWS/ で始めることはできません。カスタムメトリクスの発行に関する詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドのトピック「カスタムメトリクスをパブリッシュする」を参照
してください。
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以下の手順に従って、AWS アカウントの情報を最初に読み込んでカスタムメトリクスを作成します。次
に、前のセクション で推奨されたようにインスタンスメトリクスごとにバックログを計算します。最後
に、この数字を CloudWatch に 1 分間隔で発行します。可能な限り、システム負荷の変化に迅速に対応で
きるように、メトリクスを 1 分単位でスケーリングすることを強くお勧めします。

CloudWatch カスタムメトリクスを作成するには
1.

SQS get-queue-attributes コマンドを使用して、キューで待機しているメッセージ数を取得します
(ApproximateNumberOfMessages)。
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://sqs.region.amazonaws.com/123456789/
MyQueue \
--attribute-names ApproximateNumberOfMessages

2.

describe-auto-scaling-groups コマンドを使用して、グループの実行キャパシティーを取得します。こ
れは InService ライフサイクル状態にあるインスタンスの数です。このコマンドは、Auto Scaling
グループのインスタンスとそのライフサイクル状態を返します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg

3.

キューからの取得に使用できるメッセージの概数をグループの実行キャパシティで除算して、インス
タンスあたりのバックログを算出します。

4.

結果を CloudWatch カスタムメトリクスとして 1 分間隔で発行します。
CLI put-metric-data コマンドの例を次に示します。
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name MyBacklogPerInstance -namespace MyNamespace \
--unit None --value 20 -dimensions MyOptionalMetricDimensionName=MyOptionalMetricDimensionValue

アプリケーションが希望するメトリクスを出力すると、データが CloudWatch に送信されます。メトリ
クスは CloudWatch コンソールで表示できます。メトリクスにアクセスするには、AWS Management
Console にログインして CloudWatch ページに移動します。その後、メトリクスを表示するには、メトリ
クスページに移動するか、検索ボックスを使用してメトリクスを検索します。メトリクスの表示の詳細
については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「使用可能なメトリクスの表示」を参照してくださ
い。

ステップ 2: ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する
カスタムメトリクスを公開したら、カスタマイズされたメトリクス仕様を使用してターゲット追跡スケー
リングポリシーを作成します。

ターゲット追跡スケーリングポリシーを作成する
1.

以下のコマンドを使用して、ホームディレクトリの config.json ファイルにスケーリングポリシー
のターゲット値を指定します。
TargetValue には、インスタンスあたりの適正バックログメトリックスを計算して、それを入力し
ます。この数を計算するには、通常のレイテンシー値を決定し、メッセージの処理にかかる平均時間
で割ります。
$ cat ~/config.json
{
"TargetValue":100,
"CustomizedMetricSpecification":{
"MetricName":"MyBacklogPerInstance",
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}

2.

}

"Namespace":"MyNamespace",
"Dimensions":[
{
"Name":"MyOptionalMetricDimensionName",
"Value":"MyOptionalMetricDimensionValue"
}
],
"Statistic":"Average",
"Unit":"None"

ut-scaling-policy コマンドを使用して、前のステップで作成した config.json と共に、スケーリング
ポリシーを作成します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs100-target-tracking-scaling-policy
\
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://~/config.json

これにより、2 つのアラーム (スケールアウトとスケールイン) が作成されます。これに
より、CloudWatch に登録されたポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) も返されま
す。CloudWatch はこれを使用して、メトリクスのしきい値が超過するたびにスケーリングを呼び出
します。

ステップ 3: スケーリングポリシーをテストする
設定が完了したら、スケーリングポリシーが機能していることを確認します。SQS キュー内のメッセージ
数を増やし、Auto Scalingグループが追加の EC2 インスタンスを起動したことを確認することによってテ
ストできます。SQS キュー内のメッセージ数を減らし、Auto Scaling グループが EC2 インスタンスを終
了したことを確認することによってもテストできます。

スケールアウト機能をテストするには
1.

「チュートリアル: Amazon SQS キューへのメッセージの送信」の手順に従って、キューにメッセー
ジを追加します。インスタンスあたりのバックログメトリックスがターゲット値を超えるように
キュー内のメッセージ数を増やしたことを確認します。
この変更により、アラームの呼び出しに数分かかる場合があります。

2.

describe-auto-scaling-groups コマンドを使用して、グループがインスタンスを起動したことを確認し
ます。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

スケールイン機能をテストするには
1.

「チュートリアル: Amazon SQS キューへのメッセージの送信」の手順に従って、キューからメッ
セージを削除します。インスタンスあたりのバックログメトリックスがターゲット値を下回るように
キュー内のメッセージ数を減らしたことを確認します。
この変更により、アラームの呼び出しに数分かかる場合があります。

2.

describe-auto-scaling-groups コマンドを使用して、グループがインスタンスを終了したことを確認し
ます。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
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Amazon SQS とインスタンスのスケールイン保護
インスタンスの削除時に処理されていなかったメッセージは、SQS キューに戻され、まだ実行中である
別のインスタンスで処理されます。長時間実行されるタスクが実行されるアプリケーションでは、オプ
ションでインスタンススケールイン保護を使用して、Auto Scaling グループのスケールイン時に終了する
キューワーカーを制御できます。
次の擬似コードは、長時間実行されるキュー駆動のワーカープロセスをスケールイン終了から保護する方
法の 1 つを示しています。
while (true)
{
SetInstanceProtection(False);
Work = GetNextWorkUnit();
SetInstanceProtection(True);
ProcessWorkUnit(Work);
SetInstanceProtection(False);
}

詳細については、「インスタンスのスケールイン保護を使用する (p. 248)」を参照してください。

Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティ
を検証する
Amazon EC2 コンソールの Amazon EC2 Auto Scaling セクションでは、Auto Scaling グループの [Activity
history] (アクティビティ履歴) で、現在進行中のスケーリングアクティビティの最新のステータスを表
示できます。スケーリングが終了すると、それが成功したか失敗したかを確認できます。これは、Auto
Scaling グループを作成している場合や、既存のグループにスケーリング条件を追加している場合に特に便
利です。
ターゲット追跡、ステップ、または単純なスケーリングポリシーを Auto Scaling グループに追加する
と、Amazon EC2 Auto Scaling は直ちにメトリクスに対するポリシーの評価を開始します。指定した評価
期間数にわたってメトリクスがしきい値を超えると、メトリクスアラームが ALARM 状態に移行します。
これは、スケーリングポリシーは、それが作成された直後から、スケーリング処理に反映されることを意
味します。Amazon EC2 Auto Scaling がスケーリングポリシーに応じてキャパシティーを調整した後、ア
カウントでのスケーリングが確認できるようになります。スケーリングの処理に関する E メール通知を
Amazon EC2 Auto Scaling から受信する場合は、「Auto Scaling グループのスケール時に Amazon SNS 通
知を受け取る (p. 281)」の手順に従います。

Tip
以下の手順では、Auto Scaling グループについて [Activity history] (アクティビティ履歴) と
[Instances] (インスタンス) の各セクションを調べます。どちらのセクションにも、名前付きの列
がすでに表示されているはずです。非表示の列を表示する、または表示される行の数を変更する
には、各セクションの右上隅にある歯車アイコンを選択して設定モーダルを開き、必要に応じて
設定を更新してから、[Confirm] (確認) を選択します。

Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティを表示するには (コンソール)
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。
[Activity] (アクティビティ) タブで、[Activity history] (アクティビティ履歴) の下の [Status] (ステータ
ス) 列に、Auto Scaling グループがインスタンスを正常に起動あるいは終了したか、または、依然とし
てスケーリングが進行中なのかが表示されます。
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4.

(オプション) スケーリングアクティビティが多数存在する場合は、アクティビティ履歴の上部端にあ
る [>] アイコンを選択して、スケーリングアクティビティの次ページを表示します。

5.

[Instance management (インスタンス管理)] タブにある、[Instances (インスタンス)] の [Lifecycle (ラ
イフサイクル)] 列にインスタンスの状態が含まれます。インスタンスが起動し、ライフサイクルフッ
クが終了すると、そのライフサイクル状態は InService に変わります。[Health Status (ヘルスス
テータス)] 列には、インスタンスの EC2 インスタンスのヘルスチェックの結果が表示されます。

Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティを表示するには (AWS CLI)
以下の describe-scaling-activities コマンドを実行します。
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg

以下は出力例です。
スケーリングアクティビティは、開始時刻順に並べられます。まだ進行中のアクティビティを最初に説明
します。
{

"Activities": [
{
"ActivityId": "5e3a1f47-2309-415c-bfd8-35aa06300799",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Description": "Terminating EC2 instance: i-06c4794c2499af1df",
"Cause": "At 2020-02-11T18:34:10Z a monitor alarm TargetTracking-my-asg-AlarmLowb9376cab-18a7-4385-920c-dfa3f7783f82 in state ALARM triggered policy my-target-trackingpolicy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2020-02-11T18:34:31Z an instance
was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity,
shrinking the capacity from 3 to 2. At 2020-02-11T18:34:31Z instance i-06c4794c2499af1df
was selected for termination.",
"StartTime": "2020-02-11T18:34:31.268Z",
"EndTime": "2020-02-11T18:34:53Z",
"StatusCode": "Successful",
"Progress": 100,
"Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"us-west-2a
\"...}",
"AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
},
...
]
}

出力の各フィールドについては、「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」(Amazon EC2 Auto
Scaling API リファレンス) の「Activity」(アクティビティ) を参照してください。
削除されたグループのスケーリングアクティビティの取得方法と、発生する可能性のあるエラーの種類と
処理方法の詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする (p. 375)」を参
照してください。

Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを無効
化する
このトピックでは、Auto Scaling グループに含まれるインスタンス数の変更を開始しないように、スケー
リングポリシーを一時的に無効にする方法について説明します。スケーリングポリシーを無効にすると、
設定の詳細が保持されるため、ポリシーをすばやく再度有効にできます。これは、不要なポリシーを一時
的に削除し、後で再作成するよりも簡単です。
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スケーリングポリシーが無効になっている場合、スケーリングポリシーが無効になっている間は、違反し
たメトリクスアラームに対して Auto Scaling グループはスケールアウトまたはスケールインしません。た
だし、進行中のスケーリングアクティビティは停止しません。
無効にしたスケーリングポリシーは、Auto Scaling グループに追加できるスケーリングポリシーの数の
クォータにカウントされることに注意してください。

スケーリングポリシーを無効にするには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.

[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。
[Automatic scaling] (オートスケーリング) タブの、[Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリ
シー) で、目的のスケーリングポリシーの右上隅にあるチェックボックスをオンにします。

4.

画面の上部までスクロールし、[Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリシー) セクションを
選択した後、[Actions] (アクション)、[Disable] (無効) の順にクリックします。

スケーリングポリシーを再度有効にする準備ができたら、これらのステップを繰り返し、[Actions (アク
ション)]、[Enable (有効にする)] の順に選択します。スケーリングポリシーを再度有効にすると、現在
ALARM 状態のアラームがある場合、Auto Scaling グループは直ちにスケーリングアクションを開始できま
す。
スケーリングポリシーを無効にするには (AWS CLI)
--no-enabled オプションを次のように使用して、put-scolicy コマンドを使用します。ポリシーの作成時
に指定するオプションと同様に、コマンド内のすべてのオプションを指定します。
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling \
--estimated-instance-warmup 360 \
--target-tracking-configuration '{ "TargetValue": 70, "PredefinedMetricSpecification":
{ "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization" } }' \
--no-enabled

スケーリングポリシーを再度有効にするには (AWS CLI)
--enabled オプションを次のように使用して、put-scolicy コマンドを使用します。ポリシーの作成時に
指定するオプションと同様に、コマンド内のすべてのオプションを指定します。
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling \
--estimated-instance-warmup 360 \
--target-tracking-configuration '{ "TargetValue": 70, "PredefinedMetricSpecification":
{ "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization" } }' \
--enabled

スケーリングポリシーを説明するには (AWS CLI)
describe-policies コマンドを使用して、スケーリングポリシーの有効なステータスを確認します。
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-names my-scaling-policy

以下は出力例です。
{
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"ScalingPolicies": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"PolicyName": "my-scaling-policy",
"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:scalingPolicy:1d52783a-b03b-4710bb0e-549fd64378cc:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-scaling-policy",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"StepAdjustments": [],
"Alarms": [
{
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-9ca53fdd-7cf5-4223-938aae1199204502",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-9ca53fdd-7cf5-4223-938aae1199204502"
},
{
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-7010c83d-d55a-4a7aabe0-1cf8b9de6d6c",
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:uswest-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-7010c83d-d55a-4a7aabe0-1cf8b9de6d6c"
}
],
"TargetTrackingConfiguration": {
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
},
"TargetValue": 70.0,
"DisableScaleIn": false
},
"Enabled": true
}
]
}

スケーリングポリシーを削除する
不要になったスケーリングポリシーは削除できます。スケーリングポリシーのタイプによって
は、CloudWatch アラームの削除も必要になる場合があります。ターゲット追跡スケーリングポリシーを
削除すると、関連するすべての CloudWatch アラームも削除されます。ステップスケーリングポリシーを
削除すると、基盤となるアラームアクションも削除されます。ただし、関連付けられたアクションがない
場合でも、CloudWatch アラームは削除されません。

スケーリングポリシーを削除するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.
4.
5.
6.

[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。
[Automatic scaling] (オートスケーリング) タブの、[Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリ
シー) で、目的のスケーリングポリシーの右上隅にあるチェックボックスをオンにします。
画面の上部までスクロールし、[Dynamic scaling policies] (動的スケーリングポリシー) セクションを
選択した後、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順にクリックします。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。
(オプション) ステップスケーリングポリシーあるいは簡易スケーリングポリシーを削除する場合、ポ
リシーに関連付けられた CloudWatch アラームを削除するには以下を実行します。今後使用できるよ
うに、このサブステップをスキップしてアラームを保持することもできます。
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a.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

b.
c.

ナビゲーションペインで、[アラーム] を選択します。

d.

アラームを選び (Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity など)、[Action (アクション)]、
[Delete (削除)] を選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを取得するには (AWS CLI)
スケーリングポリシーを削除する前に、次の describe-policies を使用して、Auto Scaling グループに対し
て作成されたスケーリングポリシーを確認します。この出力は、ポリシーおよび CloudWatch アラームを
削除するときに使用できます。
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg

--query パラメータを使用して、スケーリングポリシーのタイプで結果をフィルタリングできます。この
query の構文は Linux または macOS で動作します。Windows では、一重引用符を二重引用符に変更しま
す。
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg
--query 'ScalingPolicies[?PolicyType==`TargetTrackingScaling`]'

以下は出力例です。
[

{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"PolicyName": "cpu40-target-tracking-scaling-policy",
"PolicyARN": "PolicyARN",
"PolicyType": "TargetTrackingScaling",
"StepAdjustments": [],
"Alarms": [
{
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-myasg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHighfc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
},
{
"AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-id:alarm:TargetTracking-myasg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
"AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47afbd9e-471a352ee1a2"
}
],
"TargetTrackingConfiguration": {
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
},
"TargetValue": 40.0,
"DisableScaleIn": false
},
"Enabled": true
}
]

スケーリングポリシーを削除するには (AWS CLI)
次の [delete-policy] コマンドを使用します。
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aws autoscaling delete-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name cpu40-target-tracking-scaling-policy

CloudWatch アラームを削除するには (AWS CLI)
ステップおよび簡易スケーリングポリシーでは、delete-alarms コマンドを使用してこのポリシーに関連
付けられた CloudWatch アラームを削除します。今後使用できるように、このステップをスキップしてア
ラームを保持することもできます。1 つ以上のアラームを一度に削除することができます。たとえば、次
のコマンドを使用して Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity アラームおよび Step-ScalingAlarmLow-RemoveCapacity アラームを削除します。
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity Step-ScalingAlarmLow-RemoveCapacity

AWS Command Line Interface (AWS CLI) のスケーリ
ングポリシーの例
Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングポリシーを作成するには、AWS Management Console、AWS
CLI、または SDK を使用します。
以下の例では、Amazon EC2 Auto Scaling のスケーリングポリシーを作成する方法を示しています。AWS
CLI put-scolicy コマンドを実行します。AWS CLI からスケーリングポリシーを作成するための入門演習に
ついては、「ターゲット追跡スケーリングポリシー (p. 139)」および「ステップスケーリングポリシーお
よび簡易スケーリングポリシー (p. 145)」を参照してください。
例 1: 事前定義されたメトリクス指定を使用してターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu40-target-tracking-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://config.json
{
"TargetValue": 40.0,
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
}
}

例 2: カスタマイズされたメトリクス仕様を使用してターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs100-target-tracking-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://config.json
{
"TargetValue": 100.0,
"CustomizedMetricSpecification": {
"MetricName": "MyBacklogPerInstance",
"Namespace": "MyNamespace",
"Dimensions": [{
"Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
"Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
}],
"Statistic": "Average",
"Unit": "None"
}
}

例 3: スケールアウトにのみターゲット追跡スケーリングポリシーを適用するには
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aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://config.json
{
"TargetValue": 1000.0,
"PredefinedMetricSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
"ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff"
},
"DisableScaleIn": true
}

例 4: スケールアウトにステップスケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-step-scale-out-policy \
--policy-type StepScaling \
--adjustment-type PercentChangeInCapacity \
--metric-aggregation-type Average \
--step-adjustments
MetricIntervalLowerBound=10.0,MetricIntervalUpperBound=20.0,ScalingAdjustment=10 \
MetricIntervalLowerBound=20.0,MetricIntervalUpperBound=30.0,ScalingAdjustment=20 \
MetricIntervalLowerBound=30.0,ScalingAdjustment=30 \
--min-adjustment-magnitude 1

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。CloudWatch アラームの作成時にこの ARN が
必要となります。
例 5: スケールインにステップスケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name my-step-scale-in-policy \
--policy-type StepScaling \
--adjustment-type ChangeInCapacity \
--step-adjustments MetricIntervalUpperBound=0.0,ScalingAdjustment=-2

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。CloudWatch アラームの作成時にこの ARN が
必要となります。
例 6: スケールアウトに単純なスケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-out-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment 30 \
--adjustment-type PercentChangeInCapacity --min-adjustment-magnitude 2

ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。CloudWatch アラームの作成時にこの ARN が
必要となります。
例 7: スケールに簡易スケーリングポリシーを適用するには
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-in-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment -1 \
--adjustment-type ChangeInCapacity --cooldown 180
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ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を記録します。CloudWatch アラームの作成時にこの ARN が
必要となります。

Amazon EC2 Auto Scaling の予測スケーリング
予測スケーリングを使用して、トラフィックフローの日次および週次のパターンに先立って Auto Scaling
グループ内の EC2 インスタンスの数を増やします。
予測スケーリングは、次のような状況に適しています。
• 通常の営業時間にはリソースの使用率が高く、夜間や週末はリソースの使用率が低いといったサイクル
があるトラフィック
• バッチ処理、テスト、定期的なデータ分析など、オンとオフを繰り返すワークロードパターン
• 初期化に時間がかかり、スケールアウトイベント中のアプリケーションのパフォーマンスにレイテン
シーが顕著な影響を与えるアプリケーション
一般に、トラフィックが増加する規則的なパターンがあり、アプリケーションの初期化に長い時間がかか
る場合は、予測スケーリングの使用を検討する必要があります。反応的な性質を持つ動的スケーリング
のみを使用する場合と比較して、予測スケーリングを使用すると、予測される負荷に先立ってキャパシ
ティーを起動することで、より迅速にスケーリングできます。予測スケーリングでは、キャパシティーを
過剰にプロビジョニングする必要がないので、EC2 請求の費用を節約できる可能性もあります。
例えば、営業時間中の使用率が高く、夜間の使用量が少ないアプリケーションを考えてみましょう。各営
業日の開始時に、予測スケーリングにより、トラフィックが最初に流入する前にキャパシティーを追加
できます。これにより、使用率の低い期間から高い使用率の期間に移行するときに、アプリケーションの
高可用性とパフォーマンスを維持するのに役立ちます。トラフィックの変化に動的スケーリングが反応す
るのを待つ必要はありません。また、アプリケーションの負荷パターンを確認し、スケジュールされたス
ケーリングを使用して適切なキャパシティーをスケジュールしようと時間を費やす必要はありません。
AWS Management Console、AWS CLI、またはいずれかの SDK を使用して、任意の Auto Scaling グルー
プに予測スケーリングポリシーを追加します。
目次
• 予測スケーリングの仕組み (p. 174)
• ベストプラクティス (p. 175)
• 予測スケーリングポリシーを作成する (コンソール) (p. 175)
• 予測スケーリングポリシーの作成 (AWS CLI) (p. 178)
• 制約事項 (p. 181)
• サポートされるリージョン (p. 181)
• データと予測を探索する (p. 181)
• 予定されたアクションを使用して予測値を上書きする (p. 185)
• カスタムメトリクスを使用した高度な予測スケーリングポリシー設定 (p. 189)

予測スケーリングの仕組み
予測スケーリングは、機械学習を使用して CloudWatch からの履歴データに基づいてキャパシティー要件
を予測します。機械学習アルゴリズムは、使用可能な履歴データを使用して、履歴負荷パターンに最も適
したキャパシティーを計算します。そして、新しいデータに基づいて継続的に学習して、将来の予測をよ
り正確にします。
予測スケーリングを使用するには、まず、メトリクスとターゲット使用率のペアを使用してスケーリング
ポリシーを作成します。24 時間以上の履歴データがある場合は、ポリシーを作成した直後に予測の作成が
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開始されます。予測スケーリングは、過去 14 日間の CloudWatch メトリクスデータのパターンを検出し
て、次の 48 時間の時間ごとの予測を作成します。予測データは、最新の CloudWatch メトリクスデータ
に基づいて毎日更新されます。
予測スケーリングを予測のみモードに設定すると、予測スケーリングがキャパシティーのアクティブな
スケーリングを開始する前に予測を評価できます。その後、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから
CloudWatch の予測と最近のメトリクスデータをグラフ形式で表示できます。また、AWS CLI またはいず
れかの SDK を使用して、予測データにアクセスすることもできます。
予測スケーリングでスケーリングを開始する準備ができたら、ポリシーを予測のみモードから予測とス
ケーリングモードに切り替えます。予測とスケーリングモードに切り替えた後、Auto Scaling グループが
予測に基づいたスケーリングを開始します。
Amazon EC2 Auto Scaling は、予測を使用して、各時間の初めにインスタンス数をスケーリングします。
• 実際のキャパシティーが予測キャパシティーより小さい場合、Amazon EC2 Auto Scaling は Auto
Scaling グループをスケールアウトして、希望するキャパシティーと予測されたキャパシティーが等しく
なるようにします。
• 実際のキャパシティーが予測されたキャパシティーよりも大きい場合、Amazon EC2 Auto Scaling は
キャパシティーをスケールインしません。
• 予測キャパシティーが、設定した Auto Scaling グループの最小および最大キャパシティーの範囲外の場
合、この設定が守られます。

ベストプラクティス
• 予測スケーリングがワークロードに適しているかどうかを確認します。ワークロードは、曜日または時
刻に固有の定期的な負荷パターンを示す場合に、予測スケーリングに適しています。これを確認するに
は、予測のみモードで予測スケーリングポリシーを設定します。
• 予測スケーリングでアプリケーションをアクティブにスケーリングできるようにする前に、予測とそ
の精度を評価します。予測スケーリングでは、予測を開始するには 24 時間以上の履歴データが必要で
す。ただし、履歴データが 2 週間あれば、予測がより効果的です。新しい Auto Scaling グループを作成
し、古いグループを削除してアプリケーションを更新する場合、予測スケーリングが再び予測の生成を
開始するには、新しい Auto Scaling グループに 24 時間の履歴負荷データが必要です。この場合、より
正確な予測を得るのに数日かかる場合があります。
• 予測のみモードで複数の予測スケーリングポリシーを作成して、さまざまなメトリクスの潜在的な影響
をテストします。Auto Scaling グループごとに複数の予測スケーリングポリシーを作成できますが、ア
クティブなスケーリングに使用できるポリシーは 1 つだけです。
• カスタムメトリクスペアを選択した場合、負荷メトリクスとスケーリングメトリクスの異なる組み合わ
せを定義できます。問題を回避するには、選択した負荷メトリクスがアプリケーションの全負荷を表し
ていることを確認してください。
• 動的スケーリングで予測スケーリングを使用します。動的スケーリングは、リソース使用率のリアルタ
イムの変化に応じてキャパシティーを自動的にスケーリングするために使用されます。予測スケーリ
ングと組み合わせて使用すると、アプリケーションの需要曲線に密接に従うことができ、トラフィック
が少ない時間帯にスケールインし、トラフィックが予想を上回る場合はスケールアウトできます。複数
のスケーリングポリシーがアクティブな場合、各ポリシーによって希望するキャパシティーが個別に決
定され、希望するキャパシティーはそれらの最大値に設定されます。例えば、ターゲット追跡スケーリ
ングポリシーでターゲット使用率を維持するために 10 インスタンスが必要で、予測スケーリングポリ
シーでターゲット使用率を維持するために 8 つのインスタンスが必要である場合、グループの希望する
キャパシティーは 10 に設定されます。

予測スケーリングポリシーを作成する (コンソール)
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールを使用して、予測スケーリングポリシーの作成、表示、および削除
を実行できます。
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コンソールで予測スケーリングポリシーを作成する (事前定義されたメトリクス)
事前定義されたメトリクス (CPU、ネットワーク I/O、またはターゲットあたりの Application Load
Balancer リクエスト数) を使用して予測スケーリングポリシーを作成するには、以下の手順を実行しま
す。予測スケーリングポリシーを作成する最も簡単な方法は、事前定義されたメトリクスを使用すること
です。その代わりにカスタムメトリクスを使用する場合は、「コンソールで予測スケーリングポリシーを
作成する (カスタムメトリクス) (p. 177)」を参照してください。
Auto Scaling グループが新しい場合に Amazon EC2 Auto Scaling がグループの予測を生成するには、その
グループが少なくとも 24 時間分のデータを提供する必要があります。

予測スケーリングポリシーを作成する
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
ページの下部に分割されたペインが開きます。

3.

[Automatic scaling] (自動スケーリング) タブの [Scaling policies] (スケーリングポリシー) で、[Create
predictive scaling policy] (予測スケーリングポリシーの作成) を選択します。

4.

ポリシーの名前を入力します。

5.

Amazon EC2 Auto Scaling にすぐにスケーリングを開始させるには、[Scale based on forecast] (予測
に基づくスケーリング) をオンにします。
ポリシーを予測のみモードにしておくには、[Scale based on forecast] (予測に基づくスケーリング) を
オフのままにします。

6.

[Metrics] (メトリクス) で、オプションのリストからメトリクスを選択します。オプションに
は、[CPU]、[Network In] (ネットワーク入力)、[Network Out] (ネットワーク出力)、[Application Load
Balancer request count] (Application Load Balancer リクエスト数)、および [Custom metric pair] (カス
タムメトリクスペア) が含まれます。
[Application Load Balancer request count per target] (ターゲットあたりの Application Load Balancer
リクエスト数) を選択した場合、[Target group] (ターゲットグループ) のターゲットグループを選択
します。[Application Load Balancer request count per target] (ターゲットあたりの Application Load
Balancer リクエスト数) は、Application Load Balancer ターゲットグループを Auto Scaling グループ
にアタッチしている場合にのみサポートされます。
[Custom metric pair] (カスタムメトリクスペア) を選択した場合、[Load metric] (負荷のメトリクス) と
[Scaling metric] (スケーリングのメトリクス) のドロップダウンリストから個々のメトリクスを選択し
ます。

7.

[Target utilization] (ターゲット使用率) に、Amazon EC2 Auto Scaling が維持する必要があるターゲッ
ト値を入力します。Amazon EC2 Auto Scaling は、平均使用率がターゲット使用率になるまで、また
は指定したインスタンスの最大数に達するまで、キャパシティーをスケールアウトします。
スケーリングメトリクスが以下
である場合...

ターゲット使用率は以下の内容になります。

CPU

各インスタンスが使用する CPU の理想的な割合。

ネットワーク入力

各インスタンスが受信する理想的な 1 分あたりの平均バイト数。

ネットワーク出力

各インスタンスが送信する理想的な 1 分あたりの平均バイト数。

ターゲットあたりの Application
Load Balancer リクエスト数

各インスタンスが受信する理想的な 1 分あたりの平均リクエスト
数。
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8.

(オプション) [Pre-launch instances] (インスタンスの事前起動) で、予測によって負荷の増加が必要と
される際、どれくらい前にインスタンスを起動しておくかを選択します。

9.

(オプション) [Max capacity behavior] (最大容量の動作) で、予測されたキャパシティーが定義された
最大値を超える場合に、Amazon EC2 Auto Scaling がグループの最大容量を超えてスケールアウトで
きるようにするかどうかを選択します。この設定をオンにすると、トラフィックが最高になると予測
される期間中にスケールアウトが実行されます。

10. (オプション) [Buffer maximum capacity above the forecasted capacity] (予測キャパシティーを超える
最大キャパシティーのバッファ) で、予測キャパシティーが最大キャパシティーに近づいたか、それ
を超えたときに使用する追加キャパシティーを選択します。この値は予測キャパシティーに対する割
合 (%) として指定されます。たとえば、バッファが 10 の場合、バッファは 10% です。従って、予測
キャパシティーが 50 で最大キャパシティーが 40 の場合、有効な最大キャパシティーは 55 です。
これを 0 に設定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は最大キャパシティーを超えてスケールすること
はできても、予測キャパシティーまでとなり、それを超えることはできません。
11. [Create predictive scaling policy] (予測スケーリングポリシーを作成) を選択します。

コンソールで予測スケーリングポリシーを作成する (カスタムメトリクス)
カスタムメトリクスを使用して予測スケーリングポリシーを作成するには、以下の手順を実行します。
カスタムメトリクスには、CloudWatch が提供するその他メトリクス、またはユーザーが CloudWatch
に発行するメトリクスを含めることができます。CPU、ネットワーク I/O、またはターゲットあたりの
Application Load Balancer リクエスト数を使用するには、「コンソールで予測スケーリングポリシーを作
成する (事前定義されたメトリクス) (p. 176)」を参照してください。
カスタムメトリクスを使用して予測スケーリングポリシーを作成するには、以下を実行する必要がありま
す。
• Amazon EC2 Auto Scaling が CloudWatch のメトリクスとやり取りできるようにする未処理のクエリを
提供する必要があります。詳細については、「カスタムメトリクスを使用した高度な予測スケーリング
ポリシー設定 (p. 189)」を参照してください。Amazon EC2 Auto Scaling が CloudWatch からメトリク
スデータを抽出できることを確実にするため、各クエリがデータポイントを返していることを確認しま
す。これは、CloudWatch コンソール、または CloudWatch GetMetricData API 操作を使用して確認しま
す。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールの JSON エディタには、サンプル JSON ペイロードが提
供されています。これらの例では、AWS が提供するその他の CloudWatch メトリクス、または
ユーザーが以前に CloudWatch に発行したメトリクスを追加するために必要なキーと値のペア
を参照できます。これらを開始点として使用してから、必要に応じてカスタマイズすることが
できます。
• メトリクス計算を使用する場合は、独自のシナリオに適した JSON を手動で構築する必要があります。
詳細については、「Metric Math 式を使用する (p. 192)」を参照してください。ポリシーでメトリクス
計算を使用する前に、メトリクス数式に基づくメトリクスクエリが有効であり、単一の時系列を返すこ
とを確認してください。これは、CloudWatch コンソール、または CloudWatch GetMetricData API 操作
を使用して確認します。
誤ったデータ (間違った Auto Scaling グループ名など) を提供することによってクエリでエラーが発生し
た場合、予測にはデータがありません。カスタムメトリクス問題のトラブルシューティングについては、
「考慮事項とトラブルシューティング (p. 195)」を参照してください。

予測スケーリングポリシーを作成する
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
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ページの下部に分割されたペインが開きます。
3.

[Automatic scaling] (自動スケーリング) タブの [Scaling policies] (スケーリングポリシー) で、[Create
predictive scaling policy] (予測スケーリングポリシーの作成) を選択します。

4.

ポリシーの名前を入力します。

5.

Amazon EC2 Auto Scaling にすぐにスケーリングを開始させるには、[Scale based on forecast] (予測
に基づくスケーリング) をオンにします。
ポリシーを予測のみモードにしておくには、[Scale based on forecast] (予測に基づくスケーリング) を
オフのままにします。

6.

[Metrics] (メトリクス) では、[Custom metric pair] (カスタムメトリクスのペア) を選択します。
a.

[Load metric] (ロードメトリクス) では、[Custom CloudWatch metric] (カスタム CloudWatch メト
リクス) を選択してカスタムメトリクスを使用します。ポリシーのロードメトリクス定義が含ま
れる JSON ペイロードを構築し、それを JSON エディタボックスに貼り付けて、ボックス内にす
でに入力されているペイロードを置き換えます。

b.

[Scaling metric] (スケーリングメトリクス) では、[Custom CloudWatch metric] (カスタム
CloudWatch メトリクス) を選択してカスタムメトリクスを使用します。ポリシーのスケーリング
メトリクス定義が含まれる JSON ペイロードを構築し、それを JSON エディタボックスに貼り付
けて、ボックス内にすでに入力されているペイロードを置き換えます。

c.

(オプション) カスタム容量メトリクスを追加するには、[Add custom capacity metric] (カスタム容
量メトリクスを追加する) のチェックボックスをオンにします。ポリシーの容量メトリクス定義
が含まれる JSON ペイロードを構築し、それを JSON エディタボックスに貼り付けて、ボックス
内にすでに入力されているペイロードを置き換えます。
このオプションを有効にする必要があるのは、容量メトリクスデータが複数の Auto Scaling グ
ループにまたがる場合に容量の新しい時系列を作成するためのみです。この場合は、メトリクス
計算を使用してデータを単一の時系列に集計する必要があります。

7.

[Target utilization] (ターゲット使用率) に、Amazon EC2 Auto Scaling が維持する必要があるターゲッ
ト値を入力します。Amazon EC2 Auto Scaling は、平均使用率がターゲット使用率になるまで、また
は指定したインスタンスの最大数に達するまで、キャパシティーをスケールアウトします。

8.

(オプション) [Pre-launch instances] (インスタンスの事前起動) で、予測によって負荷の増加が必要と
される際、どれくらい前にインスタンスを起動しておくかを選択します。

9.

(オプション) [Max capacity behavior] (最大容量の動作) で、予測されたキャパシティーが定義された
最大値を超える場合に、Amazon EC2 Auto Scaling がグループの最大容量を超えてスケールアウトで
きるようにするかどうかを選択します。この設定をオンにすると、トラフィックが最高になると予測
される期間中にスケールアウトが実行されます。

10. (オプション) [Buffer maximum capacity above the forecasted capacity] (予測キャパシティーを超える
最大キャパシティーのバッファ) で、予測キャパシティーが最大キャパシティーに近づいたか、それ
を超えたときに使用する追加キャパシティーを選択します。この値は予測キャパシティーに対する割
合 (%) として指定されます。たとえば、バッファが 10 の場合、バッファは 10% です。従って、予測
キャパシティーが 50 で最大キャパシティーが 40 の場合、有効な最大キャパシティーは 55 です。
これを 0 に設定すると、Amazon EC2 Auto Scaling は最大キャパシティーを超えてスケールすること
はできても、予測キャパシティーまでとなり、それを超えることはできません。
11. [Create predictive scaling policy] (予測スケーリングポリシーを作成) を選択します。

予測スケーリングポリシーの作成 (AWS CLI)
次のように AWS CLI を使用して Auto Scaling グループの予測スケーリングポリシーを設定し
ます。予測スケーリングポリシーに指定できる CloudWatch メトリクスの詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」(Amazon EC2 Auto Scaling API リファレンス) の
「PredictiveScalingMetricSpecification」を参照してください。
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例 1: 予測を作成するが、スケーリングしない予測スケーリング
ポリシー
次のポリシー例では、予測スケーリングに CPU 使用率メトリクスを使用し、ターゲット使用率が 40
である完全なポリシー設定を示しています。使用するモードを明示的に指定しない限り、デフォルトで
ForecastOnly モードが使用されます。この設定を config.json という名前のファイルに保存してく
ださい。
{

}

"MetricSpecifications": [
{
"TargetValue": 40,
"PredefinedMetricPairSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGCPUUtilization"
}
}
]

コマンドラインからこのポリシーを作成するには、以下の例にあるように、設定ファイルが指定された
put-scaling-policy コマンドを実行します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu40-predictive-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json

成功した場合、このコマンドはポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-predictive-scaling-policy",
"Alarms": []
}

例 2: 予測とスケーリングを行う予測スケーリングポリシー
Amazon EC2 Auto Scaling の予測およびスケーリングを許可するポリシーには、Mode プロパティを
ForecastAndScale の値で追加します。次の例は、Application Load Balancer リクエスト数メトリ
クスを使用するポリシー設定を示しています。ターゲット使用率は 1000 で、予測スケーリングは
ForecastAndScale モードに設定されています。
{

"MetricSpecifications": [
{
"TargetValue": 1000,
"PredefinedMetricPairSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ALBRequestCount",
"ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff"
}
}
],
"Mode": "ForecastAndScale"
}

このポリシーを作成するには、次の例に示すように、設定ファイルを指定して put-scaling-policy コマンド
を実行します。
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aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name alb1000-predictive-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json

成功した場合、このコマンドはポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:accountid:scalingPolicy:19556d63-7914-4997-8c81-d27ca5241386:autoScalingGroupName/myasg:policyName/alb1000-predictive-scaling-policy",
"Alarms": []
}

例 3: 最大キャパシティーを超えてスケーリングできる予測ス
ケーリングポリシー
次の例は、通常よりも高い負荷を処理する必要がある場合に、グループの最大サイズ制限を超えてスケー
リングできるポリシーを作成する方法を示しています。デフォルトでは、Amazon EC2 Auto Scaling は、
定義した最大キャパシティーを超えて EC2 のキャパシティーをスケーリングしません。しかし、パフォー
マンスや可用性の問題を回避するために、キャパシティーを少し増やしてスケーリングすると便利な場合
があります。
キャパシティーがグループの最大サイズに達している、または非常に近いと予測されるときに、Amazon
EC2 Auto Scaling が追加のキャパシティーをプロビジョニングする余地を提供するには、次の例に
示すように、MaxCapacityBreachBehavior および MaxCapacityBuffer プロパティを指定しま
す。MaxCapacityBreachBehavior に値 IncreaseMaxCapacity を指定する必要があります。グルー
プに含めることができるインスタンスの最大数は、MaxCapacityBuffer の値によって異なります。
{

}

"MetricSpecifications": [
{
"TargetValue": 70,
"PredefinedMetricPairSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGCPUUtilization"
}
}
],
"MaxCapacityBreachBehavior": "IncreaseMaxCapacity",
"MaxCapacityBuffer": 10

この例では、10% のバッファ ("MaxCapacityBuffer": 10) を使用するようにポリシーが設定され
ています。したがって、予測キャパシティーが 50、最大キャパシティーが 40 の場合、有効な最大キャ
パシティーは 55 です。キャパシティーを最大キャパシティーを超えてスケーリングし、予測キャパシ
ティーに等しくするが、予測キャパシティーを超えないようにするポリシーでは、バッファは 0 です
("MaxCapacityBuffer": 0)。
このポリシーを作成するには、次の例に示すように、設定ファイルを指定して put-scaling-policy コマンド
を実行します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu70-predictive-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json

成功した場合、このコマンドはポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
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{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:d02ef525-8651-4314bf14-888331ebd04f:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu70-predictive-scaling-policy",
"Alarms": []
}

制約事項
• 予測スケーリングでは、予測を生成する前に 24 時間のメトリクス履歴が必要です。
• 予測スケーリングの中核的な前提は、Auto Scaling グループが同種構成であり、すべてのインスタンス
の容量が同じであるということです。これがグループに当てはまらない場合、予測された容量が正確で
はない可能性が生じます。このため、「混合型のインスタンスグループ (p. 53)」向けに予測スケーリン
グポリシーを作成するときは注意が必要です。容量が同じではない異なるタイプのインスタンスをプロ
ビジョニングできるからです。以下は、予測された容量が不正確になる場合の例です。
• 予測スケーリングポリシーが CPU 使用率に基づいているのに、各 Auto Scaling インスタンスの
vCPU の数がインスタンスタイプに応じて異なる。
• 予測スケーリングポリシーがネットワークインまたはネットワークアウトに基づいているのに、各
Auto Scaling インスタンスのネットワーク帯域幅のスループットがインスタンスタイプに応じて異な
る。例えば、M5 と M5n インスタンスタイプは類似していますが、M5n インスタンスタイプの方が大
幅に高いネットワークスループットを提供します。

サポートされるリージョン
Amazon EC2 Auto Scaling は、米国東部 (バージニア北部)、米国東部 (オハイオ)、米国西部 (オレゴン)、
米国西部 (北カリフォルニア)、アフリカ (ケープタウン)、カナダ (中部)、欧州 (フランクフルト)、欧州 (ア
イルランド)、欧州 (ロンドン)、欧州 (ミラノ)、欧州 (パリ)、欧州 (ストックホルム)、アジアパシフィック
(香港)、アジアパシフィック (ジャカルタ)、アジアパシフィック (ムンバイ)、アジアパシフィック (大阪)、
アジアパシフィック (東京)、アジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィック (ソウル)、アジア
パシフィック (シドニー)、中東 (バーレーン)、南米 (サンパウロ)、中国 (北京)、中国 (寧夏)、および AWS
GovCloud (米国西部) の各 AWS リージョンで予測スケーリングポリシーをサポートしています。

データと予測を探索する
予測を作成した後、過去 8 週間の履歴データと今後 2 日間の予測を示すグラフを表示できます。グラフ
は、ポリシーの作成後すぐに利用可能になります。

Amazon EC2 Auto Scaling コンソールを使用して予測とその履歴を表示する方法
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

下部のペインで、[Automatic Scaling] (自動スケーリング) タブをクリックします。

各グラフには、実績値と特定のタイプのデータに対する予測値が表示されます。[Load] (負荷) グラフに
は、選択した負荷メトリクスの負荷予測と実績値が表示されます。[Capacity] (キャパシティー) グラフに
は、ターゲット使用率と起動された実際のインスタンス数に基づいて予測されるインスタンスの数が表示
されます。さまざまな色で実際のメトリクスデータポイントと過去および将来の予測値が表示されます。
オレンジ色の線は、実際のメトリクスデータポイントを示します。緑色の線は、将来の予測期間に対して
生成された予測を示します。青い線は、過去の期間の予測を示しています。
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グラフの右上にある 2 日間、1 週間、2 週間、4 週間、6 週間、または 8 週間 の中から任意の値を選択し
て、過去のデータの時間範囲を調整できます。グラフ上の各ポイントは、1 時間のデータを表します。
データポイントにマウスカーソルを合わせると、ツールヒントに特定の時点 (UTC) の値が表示されます。
グラフペインを拡大するには、グラフの右上にある拡大アイコンをクリックします。デフォルトビューに
戻すには、アイコンを再度クリックします。
また、AWS CLI コマンド get-predictive-scaling-forecast を使用して、予測データを取得することもできま
す。この呼び出しによって返されるデータは、予測を上書きした方がよい可能性がある期間を特定するの
に役立ちます。詳細については、「予定されたアクションを使用して予測値を上書きする (p. 185)」を参
照してください。

Note
Auto Scaling グループメトリクスを有効にすることをお勧めします。これらのメトリクスが有効
になっていないと、キャパシティー予測グラフに実際のキャパシティーデータが表示されませ
ん。これらのメトリクスの有効化にはコストはかかりません。詳細については、「Auto Scaling
グループのメトリクスを有効にする (コンソール) (p. 274)」を参照してください。

Important
Auto Scaling グループが新規の場合は、Amazon EC2 Auto Scaling が最初の予測を作成するのに
24 時間かかります。
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CloudWatch による予測スケーリングメトリクスのモニタリング
必要に応じて、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールではなく Amazon CloudWatch から予測スケーリン
グのモニタリングデータにアクセスすることもできます。予測スケーリングポリシーを作成すると、ポ
リシーは、今後の負荷とキャパシティを予測するために使用するデータを収集します。このデータは収集
後、定期的かつ自動的に CloudWatch に保存されます。その後、CloudWatch を使用して、経時的なポリ
シーのパフォーマンスを視覚化できます。また、CloudWatch アラームを作成して、パフォーマンス指標
が CloudWatch で定義した制限を超えて変化したときに通知させることもできます。
トピック
• 履歴予測データの視覚化 (p. 183)
• Metric Math を使用して精度メトリクスを作成する (p. 184)

履歴予測データの視覚化
CloudWatch では、予測スケーリングポリシーの負荷とキャパシティ予測データを表示できます。これ
は、他の CloudWatch メトリクスに対する予測を 1 つのグラフで視覚化する場合に便利です。また、経時
的な傾向を確認するために、より長い期間を表示することもできます。最大 15 か月間の履歴メトリクス
にアクセスして、ポリシーの動作をより的確に把握できます。
詳細については、「予測スケーリングのメトリクスとディメンション (p. 273)」を参照してください。

CloudWatch コンソールを使用して履歴予測データを表示する方法
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Metrics] (メトリクス)、[All metrics] (すべてのメトリクス) の順に選択しま
す。

3.

[Auto Scaling] メトリクス名前空間を選択します。

4.

以下のオプションのいずれかを選択して、負荷予測またはキャパシティ予測メトリクスのいずれかを
表示します。
• 予測スケーリングの負荷予測
• 予測スケーリングのキャパシティ予測

5.

検索フィールドに、予測スケーリングポリシー名または Auto Scaling グループ名を入力し、Enter
キーを押して結果をフィルタリングします。

6.

メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。グラフの
名前を変更するには、鉛筆アイコンを選択します。時間範囲を変更するには、事前定義済みの値を
選択するか、[custom] を選択します。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「メトリクスのグラフ化」を参照してください。

7.

統計を変更するには、[Graphed metrics] タブを選択します。列見出しまたは個々の値を選択し、
続いて各種統計を選択します。各メトリクスの任意の統計を選択できますが、すべての統計が
PredictiveScalingLoadForecast および PredictiveScalingCapacityForecast メトリクスに有用なわけで
はありません。例えば、平均、最小、最大統計は有用ですが、合計統計は有用ではありません。

8.

グラフに別のメトリクスを追加するには、[Browse] (参照) で [All] (すべて) を選択し、追加したいメト
リクスを見つけて、その横にあるチェックボックスをオンにします。最大 10 個のメトリクスを追加
できます。
例えば、CPU 使用率の実際の値をグラフに追加するには、[EC2] 名前空間、[By Auto Scaling Group]
(Auto Scaling グループ別) の順に選択します。次に、[CPUUtilization] メトリクス、および対象とする
Auto Scaling グループのチェックボックスをオンにします。

9.

(オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクショ
ン)、[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。
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Metric Math を使用して精度メトリクスを作成する
Metric Math により、複数の CloudWatch メトリクスをクエリし、数式を使用して、これらのメトリクス
に基づく新しい時系列を作成できます。作成された時系列を CloudWatch コンソールで可視化でき、ダッ
シュボードに追加できます。Metric Math の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「Metric Math を使用する」を参照してください。
Metric Math を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling が予測スケーリングのために生成するデータを各種の
方法でグラフ化できます。これにより、ポリシーのパフォーマンスを経時的にモニタリングし、メトリク
スの組み合わせを改善できるかどうかを把握することができます。
例えば、Metric Math 式を使用して、平均絶対パーセント誤差 (MAPE) をモニタリングできます。MAPE
メトリクスは、予測値と、特定の予測期間中に観測された実際の値の差をモニタリングするのに役立ちま
す。MAPE の値の変化は、アプリケーションの性質が変化するにつれて、ポリシーのパフォーマンスが経
時的に低下しているかどうかを示します。MAPE の増加は、予測値と実際の値の差が大きいことを示しま
す。
例: Metric Math 式
このタイプのグラフを使用するには、次の例に示すような Metric Math 式を作成します。
{

"MetricDataQueries": [
{
"Expression": "TIME_SERIES(AVG(ABS(m1-m2)/m1))",
"Id": "e1",
"Period": 3600,
"Label": "MeanAbsolutePercentageError",
"ReturnData": true
},
{
"Id": "m1",
"Label": "ActualLoadValues",
"MetricStat": {
"Metric": {
"Namespace": "AWS/EC2",
"MetricName": "CPUUtilization",
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": "my-asg"
}
]
},
"Period": 3600,
"Stat": "Sum"
},
"ReturnData": false
},
{
"Id": "m2",
"Label": "ForecastedLoadValues",
"MetricStat": {
"Metric": {
"Namespace": "AWS/AutoScaling",
"MetricName": "PredictiveScalingLoadForecast",
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": "my-asg"
},
{
"Name": "PolicyName",
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"Value": "my-predictive-scaling-policy"
},
{
"Name": "PairIndex",
"Value": "0"
}

]
},
"Period": 3600,
"Stat": "Average"

}

]

}

},
"ReturnData": false

単一のメトリクスではなく、MetricDataQueries 用のメトリクスデータクエリ構造の配列がありま
す。MetricDataQueries の各項目は、メトリクスを取得するか、数式を実行します。最初の項目は、数
式である e1 です。指定された式は、ReturnData パラメータを true に設定し、最終的に単一の時系列
を生成します。他のすべてのメトリクスで、ReturnData 値は false です。
この例では、指定された式は実際の値と予測値を入力値として使用し、新しいメトリクス (MAPE) を返
します。m1 は、実際の負荷値を含む CloudWatch メトリクスです (CPU 使用率が、my-predictivescaling-policy という名前のポリシーに対して最初に指定された負荷メトリクスであると仮定)。m2
は、予測負荷値を含む CloudWatch メトリクスです。MAPE メトリクスの計算構文は次のとおりです。
(絶対値 ((実際の値 - 予測値)/(実際の値))) の平均

精度メトリクスを視覚化してアラームを設定する
精度メトリクスデータを視覚化するには、CloudWatch コンソールの [Metrics] (メトリクス) タブをクリッ
クします。そこからデータをグラフ化できます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイ
ド」の「CloudWatch グラフへの数式の追加」を参照してください。
[Metrics] (メトリクス) セクションから、モニタリングしているメトリクスにアラームを設定することも
できます。[Graphed metrics] (グラフ化したメトリクス) タブで、[Actions] (アクション) 列にある [Create
alarm] (アラームを作成) アイコンをクリックします。[Create alarm] (アラームを作成) アイコンは小さな
ベルです。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「メトリクスの数式に基づく
CloudWatch アラームの作成」を参照してください。Amazon SNS によるアラートの受信については、
「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon SNS 通知の設定」を参照してください。
GetMetricData および PutMetricAlarm を使用して、Metric Math によって計算し、その出力に基づいてア
ラームを作成することもできます。

予定されたアクションを使用して予測値を上書きする
予測計算では考慮できない将来のアプリケーション要件に関する追加情報がある場合があります。例え
ば、予測の計算では、今後のマーケティングイベントに必要なキャパシティーが過小評価される可能性が
あります。スケジュールされたアクションを使用して、将来の期間中の予測を一時的に上書きできます。
スケジュールされたアクションは、繰り返し実行することも、1 回限りの需要変動がある特定の日時に実
行することもできます。
例えば、予測されるキャパシティーを超える最小キャパシティーでスケジュールされたアクションを作成
できます。実行中に、Amazon EC2 Auto Scaling は Auto Scaling グループの最小キャパシティーを更新し
ます。予測スケーリングはキャパシティーを最適化するので、予測値を超える最小キャパシティーでスケ
ジュールされたアクションが適用されます。これにより、キャパシティーが想定より少なくなるのを防ぎ
ます。予測の上書きを停止するには、2 番目のスケジュールされたアクションを使用して、最小キャパシ
ティーを元の設定に戻します。
次の手順では、将来の期間中の予測を上書きするステップを示します。
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目次
• ステップ 1: (オプション) 時系列データを分析する (p. 186)
• ステップ 2: 2 つのスケジュールされたアクションを作成する (p. 187)

ステップ 1: (オプション) 時系列データを分析する
まず、予測時系列データを分析します。これはオプションのステップですが、予測の詳細を理解したい場
合に役立ちます。
1.

予測を取得する
予測が作成されたら、予測の特定の期間をクエリできます。このクエリの目的は、特定の期間の時系
列データの完全なビューを取得することです。
クエリには、将来の予測データを最大 2 日間含めることができます。予測スケーリングをしばらく使
用している場合は、過去の予測データにアクセスすることもできます。ただし、開始時刻と終了時刻
の間の最大期間は 30 日間です。
get-predictive-scaling-forecast AWS CLI コマンドを使用して予測を取得するには、コマンドに次のパ
ラメータを指定します。
• Auto Scaling グループの名前を --auto-scaling-group-name パラメータに入力します。
• ポリシーの名前を --policy-name パラメータに入力します。
• 開始時刻を --start-time パラメータに入力して、指定した時刻以降の予測データのみが返され
るようにします。
• 終了時刻を --end-time パラメータに入力して、指定された時刻より前の予測データのみが返され
るようにします。

aws autoscaling get-predictive-scaling-forecast --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name cpu40-predictive-scaling-policy \
--start-time "2021-05-19T17:00:00Z" \
--end-time "2021-05-19T23:00:00Z"

成功すると、コマンドは次の例のようなデータを返します。
{

"LoadForecast": [
{
"Timestamps": [
"2021-05-19T17:00:00+00:00",
"2021-05-19T18:00:00+00:00",
"2021-05-19T19:00:00+00:00",
"2021-05-19T20:00:00+00:00",
"2021-05-19T21:00:00+00:00",
"2021-05-19T22:00:00+00:00",
"2021-05-19T23:00:00+00:00"
],
"Values": [
153.0655799339254,
128.8288551285919,
107.1179447150675,
197.3601844551528,
626.4039934516954,
596.9441277518481,
677.9675713779869
],
"MetricSpecification": {
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}

}

}

"TargetValue": 40.0,
"PredefinedMetricPairSpecification": {
"PredefinedMetricType": "ASGCPUUtilization"
}

],
"CapacityForecast": {
"Timestamps": [
"2021-05-19T17:00:00+00:00",
"2021-05-19T18:00:00+00:00",
"2021-05-19T19:00:00+00:00",
"2021-05-19T20:00:00+00:00",
"2021-05-19T21:00:00+00:00",
"2021-05-19T22:00:00+00:00",
"2021-05-19T23:00:00+00:00"
],
"Values": [
2.0,
2.0,
2.0,
2.0,
4.0,
4.0,
4.0
]
},
"UpdateTime": "2021-05-19T01:52:50.118000+00:00"

応答には LoadForecast と CapacityForecast の 2 つの予測が含まれています。LoadForecast
は、時間ごとの負荷予測を示します。CapacityForecast は、40.0 の TargetValue (平均 CPU 使
用率 40%) を維持しながら予測された負荷を処理するために時間単位で必要なキャパシティーの予測
値を示します。
2.

ターゲット期間を特定する
1 回限りの需要変動が発生する時間または時間範囲を特定します。予測に表示される日付と時刻は
UTC であることに注意してください。

ステップ 2: 2 つのスケジュールされたアクションを作成する
次に、アプリケーションの負荷が予測を上回る特定の期間に、2 つのスケジュールされたアクションを作
成します。例えば､マーケティングイベントで一時的にトラフィックがサイトに流入する場合は、1 回限り
のアクションをスケジュールして、開始時に最小キャパシティーを更新できます。次に、イベント終了時
に最小キャパシティーを元の設定に戻す別のアクションをスケジュールします。

1 回限りのイベントに対して 2 つのスケジュールされたアクションを作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Automatic scaling (自動スケーリング)] タブの [Scheduled actions (スケジュールされたアクション)]
で、[Create scheduled action (スケジュールされたアクションの作成)] を選択します。

4.

次のスケジュールされたアクション設定を入力します。
a.

スケジュールされたアクションに [Name (名前)] を入力します。
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5.

b.

[Min] (最小) に、Auto Scaling グループの新しい最小キャパシティーを入力します。[Min] (最小)
は、グループの最大サイズ以下である必要があります。[Min] (最小) の新しい値が、グループの最
大サイズよりも大きい場合、[Max] (最大) を更新する必要があります。

c.

[繰り返し] で、[1 回] を選択します。

d.

[Time zone (タイムゾーン)] でタイムゾーンを選択。タイムゾーンが選択されていない場合は、デ
フォルトでは、ETC/UTC が使用されます。

e.

[Specific start time] (特定の開始時刻) を定義します。

[Create] を選択します。
コンソールに Auto Scaling グループのスケジュールされたアクションが表示されます。

6.

イベントの終了時に、最小キャパシティーを元の設定に戻すように、2 番目のスケジュールされたア
クションを設定します。予測スケーリングでは、[Min] (最小) に設定した値が予測値未満の場合のみ、
キャパシティーをスケーリングできます。

1 回限りのイベントに対して 2 つのスケジュールされたアクションを作成するには (AWS CLI)
AWS CLI を使用してスケジュールされたアクションを作成するには、put-scheduled-update-group-action
コマンドを使用します。
例えば、5 月 19 日の午後 5 時から 8 時間、最小キャパシティーを 3 インスタンスに維持するスケジュー
ルを定義しましょう。以下のコマンドは、このシナリオを実装する方法を示しています。
最初の put-scheduled-update-group-action コマンドは、2021 年 5 月 19 日の午後 5 時 (UTC) に指定され
た Auto Scaling グループの最小キャパシティーを更新するように Amazon EC2 Auto Scaling に指示しま
す。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-event-start \
--auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-05-19T17:00:00Z" --minimumcapacity 3

2 番目のコマンドは、2021 年 5 月 20 日の午前 1 時 (UTC) にグループの最小キャパシティーを 1 に設定す
るように Amazon EC2 Auto Scaling に指示します。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-event-end \
--auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-05-20T01:00:00Z" --minimumcapacity 1

これらのスケジュールされたアクションを Auto Scaling グループに追加すると、Amazon EC2 Auto
Scaling は次の処理を実行します。
• 2021 年 5 月 19 日の午後 5 時 (UTC) に、最初にスケジュールされたアクションが実行されます。グ
ループのインスタンスが 3 未満である場合、グループは 3 インスタンスにスケールアウトされます。こ
の時刻以降の 8 時間の間、予測キャパシティーが実際のキャパシティーよりも大きい場合、または動的
スケーリングポリシーが有効な場合、Amazon EC2 Auto Scaling は引き続きスケールアウトできます。
• 2021 年 5 月 20 日の午前 1 時 (UTC) に、2 番目のスケジュールされたアクションが実行されます。これ
により、イベントの終了時に最小キャパシティーが元の設定に戻ります。

繰り返し起こるスケジュールに基づくスケーリング
毎週同じ期間の予測を上書きするには、2 つのスケジュールされたアクションを作成し、cron 式を使用し
て日時のロジックを指定します。
この cron 式のフォーマットは、スペースで区切られた 5 つのフィールド ([分] [時間] [日] [月] [曜日]) で構
成されます。フィールドには、特殊文字を含む任意の許容される値を含めることができます。
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例えば、次の cron 式は、毎週火曜日の午前 6:30 にアクションを実行します。アスタリスクは、フィール
ドのすべての値を照合するワイルドカードとして使用されます。
30 6 * * 2

以下も参照してください。
スケジュールされたアクションを作成、一覧表示、編集、および削除する方法の詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)」を参照してください。

カスタムメトリクスを使用した高度な予測スケーリン
グポリシー設定
予測スケーリングポリシーでは、事前定義されたメトリクスまたはカスタムメトリクスを使用できます。
カスタムメトリクスは、事前定義されたメトリクス (CPU、ネットワーク I/O、および Application Load
Balancer のリクエスト数) ではアプリケーションの負荷が十分に反映できない場合に役立ちます。
カスタムメトリクスを使用して予測スケーリングポリシーを作成するときは、AWS が提供するその他の
CloudWatch メトリクスを指定する、またはユーザーが定義して独自に発行するメトリクスを指定するこ
とができます。メトリクス計算を使用して既存のメトリクスを集計し、AWS が自動的に追跡しない新しい
時系列に変換することもできます。新しい合計や平均の計算など、データの値を組み合わせることを、集
計すると言います。結果のデータは集計と言います。
以下のセクションには、ポリシー用の JSON 構造を構築する方法のベストプラクティスと例が記載されて
います。
目次
• ベストプラクティス (p. 189)
• 前提条件 (p. 190)
• カスタムメトリクス用の JSON の構築 (p. 190)
• 考慮事項とトラブルシューティング (p. 195)
• 制約事項 (p. 196)

ベストプラクティス
次のベストプラクティスは、カスタムメトリクスをより効果的に使用するのに役立ちます。
• 負荷メトリクスの指定では、グループのキャパシティーに関係なく Auto Scaling グループ全体の負荷を
表すメトリクスが最も有用です。
• スケーリングメトリクスの指定では、インスタンスあたりの平均スループットまたは使用率のメトリク
スでスケールするのが最も有用です。
• スケーリングメトリクスは、キャパシティーに反比例する必要があります。つまり、Auto Scaling グ
ループのインスタンス数が増加すると、スケーリングメトリクスはほぼ同じ割合で減少するようにしま
す。予測スケーリングが期待どおりに動作するようにするには、負荷メトリクスとスケーリングメトリ
クスに強い相関がある必要もあります。
• ターゲット使用率は、スケーリングメトリクスのタイプと一致する必要があります。CPU 使用率を使
用するポリシー設定の場合、これはパーセンテージのターゲットです。リクエスト数やメッセージ数な
ど、スループットを使用するポリシー設定の場合、これは任意の 1 分間のインスタンスあたりのリクエ
スト数やメッセージ数のターゲットです。
• これらの推奨事項に従わない場合、予測される将来の時系列の値は、多くの場合、誤りになります。
データが正しいことを確認するために、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールで予測値を表示できま
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す。または、予測スケーリングポリシーを作成した後、GetPredictiveScalingForecast API を呼び出して
返された LoadForecast および CapacityForecast オブジェクトを検査します。
• 予測スケーリングがキャパシティーのアクティブスケーリングを開始する前に予測を評価できるよう
に、予測のみモードで予測スケーリングを設定することを強くお勧めします。

前提条件
予測スケーリングポリシーにカスタムメトリクスを追加するには、cloudwatch:GetMetricData 許可
が必要です。
AWS が提供するメトリクスの代わりに独自のメトリクスを指定するには、まずそのメトリクスを
CloudWatch に発行する必要があります。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の
「カスタムメトリクスの発行」を参照してください。
独自のメトリクスを発行するときは、少なくとも 5 分間隔の頻度でデータポイントを発行するようにして
ください。Amazon EC2 Auto Scaling は、必要な期間の長さに基づいて CloudWatch からデータポイント
を取得します。例えば、負荷メトリクスの指定では、時間単位のメトリクスを使用してアプリケーション
の負荷を測定します。CloudWatch は、発行されたメトリクスデータを使用して、各 1 時間の期間内にタ
イムスタンプがあるすべてのデータポイントを集計することにより、各 1 時間の期間に対して単一のデー
タ値を提供します。

カスタムメトリクス用の JSON の構築
以下のセクションには、CloudWatch からのデータをクエリするための予測スケーリングを設定する方法
の例が記載されています。このオプションの設定には 2 つの異なる手法あり、予測スケーリングポリシー
の JSON を構築するために使用する形式は、選択される手法の影響を受けます。メトリクス計算を使用す
る場合は、実行されるメトリクス計算に基づいて JSON の形式がさらに多様化します。
1. AWS が提供するその他の CloudWatch メトリクス、またはユーザーが CloudWatch に発行するメトリ
クスから直接データを取得するポリシーを作成するには、「カスタムロードメトリクスとスケーリング
メトリクスを使用する予測スケーリングポリシーの例 (AWS CLI) (p. 190)」を参照してください。
2. 複数の CloudWatch メトリクスをクエリし、数式を使用してこれらのメトリクスに基づく新しい時系列
を作成できるポリシーを作成するには、「Metric Math 式を使用する (p. 192)」を参照してください。

カスタムロードメトリクスとスケーリングメトリクスを使用する予測スケーリン
グポリシーの例 (AWS CLI)
AWS CLI でカスタムロードメトリクスとスケーリングメトリクスを使用する予測スケーリングポリ
シーを作成するには、config.json という名前の JSON ファイルに --predictive-scalingconfiguration の引数を保存します。
カスタムメトリクスの追加は、以下の例にある置き換え可能な値を独自のメトリクスとターゲット使用率
に置き換えることによって開始します。
{

"MetricSpecifications": [
{
"TargetValue": 50,
"CustomizedScalingMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "MyUtilizationMetric",
"Namespace": "MyNameSpace",
"Dimensions": [
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]

}

}

]

}

}

}

"Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
"Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"

},
"Stat": "Average"

]
},
"CustomizedLoadMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "MyLoadMetric",
"Namespace": "MyNameSpace",
"Dimensions": [
{
"Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
"Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
}
]
},
"Stat": "Sum"
}
}
]
}

詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」 (Amazon EC2 Auto Scaling API リファレ
ンス) の「MetricDataQuery」を参照してください。

Note
以下は、CloudWatch メトリクスのメトリクス名、名前空間、ディメンション、および統計を見
つけるために役立つ追加のリソースです。
• AWS のサービスで使用可能なメトリクスの詳細については、[Amazon CloudWatch ユーザーガ
イド」の「CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービス」を参照してください。
• CloudWatch メトリクスの正確なメトリクス名、名前空間、ディメンション (該当する場合) を
AWS CLI で取得するには、「list-metrics」を参照してください。
このポリシーを作成するには、以下の例にあるように、JSON ファイルを入力として使用して put-scalingpolicy コマンドを実行します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-predictive-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json

成功した場合、このコマンドはポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を返します。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-predictive-scaling-policy",
"Alarms": []
}
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Metric Math 式を使用する
以下のセクションには、ポリシーでメトリクス計算を使用する方法を説明する予測スケーリングポリシー
の情報と例が記載されています。
目次
• Metric Math について (p. 192)
• メトリクス計算を使用してメトリクスを組み合わせる予測スケーリングポリシーの例 (AWS
CLI) (p. 192)
• ブルー/グリーンデプロイシナリオで使用する予測スケーリングのポリシーの例 (AWS CLI) (p. 194)

Metric Math について
既存のメトリクスデータの集計だけを行いたい場合は、CloudWatch Metric Math により、別のメトリクス
を CloudWatch に発行する手間とコストを節約できます。AWS が提供するメトリクスはすべて使用できま
す。また、アプリケーションの一部として定義したメトリクスを使用することもできます。例えば、イン
スタンスごとに Amazon SQS キューバックログを計算したい場合があります。これを行うには、キュー
から取得可能なメッセージのおおよその数を取得し、その数を Auto Scaling グループの実行中のキャパシ
ティーで割ります。
詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch メトリクス数学の使
用」を参照してください。
予測スケーリングポリシーで Metric Math の数式を使用する場合は、次の点を考慮してください。
• Metric Math 演算では、メトリクスのメトリクス名、名前空間、ディメンションのキーと値のペアの一意
の組み合わせのデータポイントを使用します。
• 任意の算術演算子 (+ - * / ^)、統計関数 (AVG や SUM など)、または CloudWatch がサポートするその他
の関数を使用できます。
• 数式の関係式では、メトリクスと他の数式の結果の両方を使用できます。
• Metric Math の数式は、さまざまな集計で構成できます。ただし、最終的な集計結果として、Average
をスケーリングメトリクスに使用し、Sum を負荷メトリクスに使用するのがベストプラクティスです。
• メトリクスの指定で使用される数式はすべて、最終的に単一の時系列を返す必要があります。
Metric Math を使用するには、次の操作を実行します。
• 1 つまたは複数の CloudWatch メトリクスを選択します。次に、数式を作成します。詳細については、
「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch メトリクス数学の使用」を参照して
ください。
• CloudWatch コンソールまたは CloudWatch GetMetricData API を使用して、Metric Math の数式が有効
であることを確認します。

メトリクス計算を使用してメトリクスを組み合わせる予測スケーリングポリシーの例 (AWS CLI)
場合によっては、メトリクスを直接指定するのではなく、まず何らかの方法でそのデータを処理する必
要がある場合があります。例えば、Amazon SQS キューから作業を取り出すアプリケーションがあり、
キュー内の項目数を予測スケーリングの基準として使用したいとします。キューにあるメッセージの数だ
けでは、必要なインスタンスの数は定義されません。インスタンスごとのバックログを計算するために使
用できるメトリクスを作成するには、さらに多くの作業が必要です。詳細については、「Amazon SQS に
基づくスケーリング (p. 162)」を参照してください。
このシナリオの予測スケーリングポリシー例を次に示します。Amazon SQS
ApproximateNumberOfMessagesVisible メトリクス (キューから取得可能なメッセージの数)
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に基づくスケーリングメトリクスおよび負荷メトリクスを指定します。Amazon EC2 Auto Scaling
GroupInServiceInstances メトリクスと、スケーリングメトリクスのインスタンスごとのバックログ
を計算するための数式も使用します。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-sqs-custom-metrics-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json
{
"MetricSpecifications": [
{
"TargetValue": 100,
"CustomizedScalingMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"Label": "Get the queue size (the number of messages waiting to be processed)",
"Id": "queue_size",
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
"Namespace": "AWS/SQS",
"Dimensions": [
{
"Name": "QueueName",
"Value": "my-queue"
}
]
},
"Stat": "Sum"
},
"ReturnData": false
},
{
"Label": "Get the group size (the number of running instances)",
"Id": "running_capacity",
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "GroupInServiceInstances",
"Namespace": "AWS/AutoScaling",
"Dimensions": [
{
"Name": "AutoScalingGroupName",
"Value": "my-asg"
}
]
},
"Stat": "Sum"
},
"ReturnData": false
},
{
"Label": "Calculate the backlog per instance",
"Id": "scaling_metric",
"Expression": "queue_size / running_capacity",
"ReturnData": true
}
]
},
"CustomizedLoadMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"Id": "load_metric",
"MetricStat": {
"Metric": {
"MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
"Namespace": "AWS/SQS",
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"Dimensions": [
{
"Name": "QueueName",
"Value": "my-queue"
}
],

}

]

}

}

]

}

},
"Stat": "Sum"
},
"ReturnData": true

この例では、ポリシーの ARN が返されます。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-sqs-custom-metrics-policy",
"Alarms": []
}

ブルー/グリーンデプロイシナリオで使用する予測スケーリングのポリシーの例 (AWS CLI)
検索式には、複数の Auto Scaling グループからメトリクスをクエリし、それらに対して数式を実行できる
高度なオプションが用意されています。これは、Blue/Green デプロイで特に有用です。

Note
Blue/Green デプロイ とは、同一の Auto Scaling グループを 2 つ別々に作成するデプロイ方法で
す。本番トラフィックを受信するグループは 1 つだけです。ユーザートラフィックは、最初は以
前の (「青」の) Auto Scaling グループに送信され、新しいグループ (「緑」) はアプリケーション
またはサービスの新しいバージョンのテストと評価に使用されます。新しいデプロイがテストさ
れ、合格すると、ユーザートラフィックは緑の Auto Scaling グループに送信されるようになりま
す。デプロイが成功したら、青のグループを削除できます。
Blue/Green デプロイの一部として新しい Auto Scaling グループが作成されると、メトリクスの指定を変
更する必要なく、各グループのメトリクス履歴を自動的に予測スケーリングポリシーに含めることができ
ます。詳細については、AWS コンピューティングブログの「Using EC2 Auto Scaling predictive scaling
policies with Blue/Green deployments」(Blue/Green デプロイでの EC2 Auto Scaling 予測スケーリングポ
リシーの使用) を参照してください。
次のポリシー例で、これをどのように実行できるかを示します。この例では、ポリシー
で、Amazon EC2 が出力する CPUUtilization メトリクスを使用します。Amazon EC2 Auto
Scaling GroupInServiceInstances メトリクスとインスタンスごとのスケーリングメトリ
クスの値を計算するための数式を使用します。また、キャパシティーメトリック仕様を指定し
て、GroupInServiceInstances メトリクスを取得します。
検索式は、指定した検索条件に基づいて、複数の Auto Scaling グループ内のインスタンスの
CPUUtilization を検索します。後で同じ検索条件に一致する新しい Auto Scaling グループを作成する
と、新しい Auto Scaling グループのインスタンスの CPUUtilization が、自動的に含まれます。
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-blue-green-predictive-scaling-policy \
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
--predictive-scaling-configuration file://config.json
{
"MetricSpecifications": [
{
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"TargetValue": 25,
"CustomizedScalingMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"Id": "load_sum",
"Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/EC2,AutoScalingGroupName} MetricName=
\"CPUUtilization\" ASG-myapp', 'Sum', 300))",
"ReturnData": false
},
{
"Id": "capacity_sum",
"Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/AutoScaling,AutoScalingGroupName} MetricName=
\"GroupInServiceInstances\" ASG-myapp', 'Average', 300))",
"ReturnData": false
},
{
"Id": "weighted_average",
"Expression": "load_sum / capacity_sum",
"ReturnData": true
}
]
},
"CustomizedLoadMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"Id": "load_sum",
"Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/EC2,AutoScalingGroupName} MetricName=
\"CPUUtilization\" ASG-myapp', 'Sum', 3600))"
}
]
},
"CustomizedCapacityMetricSpecification": {
"MetricDataQueries": [
{
"Id": "capacity_sum",
"Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/AutoScaling,AutoScalingGroupName} MetricName=
\"GroupInServiceInstances\" ASG-myapp', 'Average', 300))"
}
]
}
}
]
}

この例では、ポリシーの ARN が返されます。
{

"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-blue-green-predictive-scalingpolicy",
"Alarms": []
}

考慮事項とトラブルシューティング
カスタムメトリクスの使用中に問題が発生した場合は、次の操作を実行することをお勧めします。
• エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを読み、可能な場合は報告されている問題を解決し
ます。
• Blue/Green デプロイシナリオで検索式を使用しようとしているときに問題が発生した場合は、まず、完
全一致ではなく部分一致を検索する検索式の作成方法を理解していることを確認してください。また、
クエリが、特定のアプリケーションを実行している Auto Scaling グループのみを見つけることを確認し
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ます。検索式の構文の詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「CloudWatch 検索
式の構文」を参照してください。
• 事前に式を検証しなかった場合は、put-scaling-policy コマンドは、スケーリングポリシーの作成時にそ
れを検証します。ただし、このコマンドでは、検出されたエラーの正確な原因を特定できない可能性
があります。問題を解決するには、get-metric-data コマンドへのリクエストからの応答で受け取ったエ
ラーをトラブルシューティングします。CloudWatch コンソールから式をトラブルシューティングする
こともできます。
• コンソールで [Load] (負荷) と [Capacity] (キャパシティー) のグラフを表示すると、[Capacity] (キャパ
シティー) グラフにはデータがまったく表示されない場合があります。グラフに完全なデータが含まれ
るようにするには、Auto Scaling グループのグループメトリクスを常に有効にしてください。詳細につ
いては、「Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする (コンソール) (p. 274)」を参照してくださ
い。
• キャパシティーメトリクスの指定は、有効期間にわたって異なる Auto Scaling グループで実行されるア
プリケーションがある場合にのみ、Blue/Green デプロイで役立ちます。このカスタムメトリクスでは、
複数の Auto Scaling グループの総キャパシティーを指定できます。予測スケーリングは、これを使用し
て、履歴データをコンソールの [Capacity] (キャパシティー) グラフに表示します。
• MetricDataQueries で SUM() のような数学関数を使用せずに、独自の SEARCH() 関数を指定する場
合、ReturnData に false を指定する必要があります。これは、検索式が複数の時系列を返す可能性
がある一方、数式に基づくメトリクス指定は 1 つの時系列しか返すことができないためです。
• 検索式に含まれるすべてのメトリクスは、同じ解像度である必要があります。

制約事項
• 1 つのメトリクス指定で最大 10 個のメトリクスのデータポイントをクエリできます。
• この制限に関しては、1 つの式は 1 つのメトリクスとしてカウントされます。

Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたス
ケーリング
スケジュールされたスケーリングにより、予想可能なロードの変化に応じて独自のスケーリングスケ
ジュールを設定できます。例えば、毎週、ウェブアプリケーションへのトラフィックが水曜日に増え始
め、木曜日は高いままで、金曜日に減り始めるとします。この場合は、水曜日にキャパシティーを増や
し、金曜日に減らすように Amazon EC2 Auto Scalingのスケジュールを設定できます。
スケジュールされたスケーリングを使用するには、「スケジュールされたアクション」を作成します。ス
ケジュールされたアクションは、日付と時刻に応じて自動的に実行されます。スケジュールされたアク
ションを作成するときは、スケーリングアクションの規模の拡大や縮小を実行する望ましいタイミング、
最小キャパシティー、最大キャパシティーを指定します。スケジュールされたアクションは、1 度だけス
ケールする、または定期的なスケジュールに従ってスケールするものを作成できます。
目次
• 考慮事項 (p. 197)
• 繰り返しのスケジュール (p. 197)
• スケジュールされたアクションを作成および管理する (コンソール) (p. 198)
• スケジュールされたアクションを作成および管理する (AWS CLI) (p. 200)
• 制約事項 (p. 202)
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考慮事項
スケジュールされたアクションを作成する場合、次の点に注意してください。
• スケジュールされたアクションは希望する、最小サイズ、および最大サイズを、指定された日付と時間
にスケジュールされたアクションによって指定されたサイズに設定します。リクエストには、オプショ
ンで、これらのサイズの 1 つだけを含めることができます。たとえば、希望するキャパシティーのみ
を指定してスケジュールされたアクションを作成できます。ただし、アクションで指定した新しい希望
するキャパシティーがこれらの制限を超えないように、最小サイズと最大サイズを含める必要がありま
す。
• デフォルトでは、設定した定期的なスケジュールは協定世界時 (UTC) です。ローカルタイムゾーンまた
はネットワークの他の部分のタイムゾーンに対応するタイムゾーンに変更できます。夏時間 (DST) を遵
守するタイムゾーンを指定すると、DST に合わせてアクションが自動的に調整されます。
• Auto Scaling グループのスケジュールされたスケーリングを一時的にオフにするに
は、ScheduledActions プロセスを一時的停止します。これにより、スケジュールされたアクション
を削除せずにアクティブになるのを防ぐことができます。スケジュールされたスケーリングを再度使
用する場合は、スケジュールされたスケーリングを再開できます。詳細については、「Auto Scaling グ
ループのプロセスを中断して再開する (p. 255)」を参照してください。
• スケジュールされたアクションの実行順序は、それらのアクションが同じグループ内で実行される場合
は維持されますが、複数のグループ間で実行される場合は必ずしも維持されません。
• 通常、スケジュールされたオペレーションは数秒以内に実行されます。ただし、アクションは、スケ
ジュールされた開始時間から最大 2 分遅れる場合があります。Auto Scaling スケジュールされたグルー
プ内のアクションは指定された順序で実行されるため、開始時間が互いに近い、スケジュールされたア
クションの実行には時間がかかる可能性があります。

繰り返しのスケジュール
スケジュールされたアクションは、繰り返されるスケジュールに基づいて Auto Scaling グループをスケー
リングするように作成できます。
AWS CLI または SDK を使用して定期的なスケジュールを作成するには、スケジュールアクションが繰り
返されるときを示す Cron 式とタイムゾーンを指定します。必要に応じて、開始時刻、終了時刻、または
その両方の日付と時刻を指定できます。
AWS Management Console を使用して定期的なスケジュールを作成するには、反復パターン、タイムゾー
ン、およびスケジュールアクションがいつ繰り返されるのか指定します。すべての反復パターンオプショ
ンは、cron 式に基づいています。または、独自のカスタム cron 式を記述することもできます。
このサポートされた cron 式は、スペースで区切られた 5 つのフィールド ([分] [時間] [日] [月] [曜日]) で構
成されます。たとえば、cron 式 30 6 * * 2 は毎週火曜日の午前 6:30 に繰り返されるスケジュールされ
たアクションを設定します。アスタリスクは、フィールドのすべての値を照合するワイルドカードとして
使用されます。cron 式の他の例については、(https://crontab.guru/examples.html) を参照してください。こ
の形式で独自の cron 式を記述する方法については、クロンタブを参照してください。
開始時刻と終了時刻を慎重に選択します。以下に留意してください。
• 開始時刻を指定した場合、Amazon EC2 Auto Scaling はこの時刻にアクションを実行し、指定された反
復に基づくアクションを実行します。
• 終了時刻を指定すると、その時刻以降はアクションが反復されなくなります。スケジュールされたアク
ションは、終了時刻に達するとアカウントに残りません。
• AWS CLIまたは SDK を使用する場合、開始時刻と終了時刻は UTC で設定する必要があります。
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スケジュールされたアクションを作成および管理する
(コンソール)
このセクションの手順を使用するには、「AWS Management Console」を使用して、スケジュールされた
アクションの手順を作成し使用します。
コンソールを使用してスケジュールされたアクションを作成し、夏時間 (DST) を遵守するタイムゾーンを
指定すると、定期的なスケジュールと開始時刻と終了時刻の両方が DST に合わせて自動的に調整されま
す。

スケジュールされたアクションの作成
スケジュールされたアクションを作成して Auto Scaling グループをスケーリングするには、以下の手順を
実行します。

Auto Scaling グループ用の予定されたスケーリングアクションを作成します
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Automatic scaling (自動スケーリング)] タブの [Scheduled actions (スケジュールされたアクション)]
で、[Create scheduled action (スケジュールされたアクションの作成)] を選択します。

4.

スケジュールされたアクションに [Name (名前)] を入力します。

5.

希望するキャパシティー、最小、Maxを使用する場合、グループの新しい希望するサイズと、新しい
最小キャパシティーと最大キャパシティーを選択します。

6.

[Recurrence (反復)] で、使用可能なオプションの 1 つを選択します。
• 定期的なスケジュールに基づいてスケーリングする場合は、Amazon EC2 Auto Scaling がスケ
ジュールされたアクションを実行する頻度を選択します。
• [Every (毎)] で始まるオプションを選択した場合、cron 式が作成されます。
• [Cron] を選択した場合は、いつアクションを実行するかを Cron 式を入力します。
• スケーリングを 1 回だけ行う場合は、[Once (一度)] を選択します。

7.

[Time zone (タイムゾーン)] でタイムゾーンを選択。デフォルト: Etc/UTC。

Note
リストされているすべてのタイムゾーンは、IANA タイムゾーンデータベースから取得されま
す。詳細については、https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones を参照し
てください。
8.

特定の開始時間には、以下の日付と時刻を定義します。
• 定期的なスケジュールを選択した場合、開始時間によって、定期的なシリーズの最初のスケジュー
ルされたアクションが実行されるタイミングが定義されます。
• [Once (一度)] を反復として使用する場合、開始時刻は、スケジュールアクションを実行する日付と
時刻を定義します。

9.

(オプション) 定期的なスケジュールの場合は、[Set End Time (終了時刻の設定)] を選択して終了時間
を特定し、[End By (までに終了)] に日付と時刻を選択します。

10. [Create] を選択します。コンソールに Auto Scaling グループのスケジュールされたアクションが表示
されます。
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時刻、日付、およびタイムゾーンの確認
時刻、日付、タイムゾーンが適切に設定されているかどうかを確認するには、Auto Scaling グループの
[Automatic scaling] (オートスケーリング) タブにある [Scheduled actions] (スケジュールされたアクショ
ン) テーブルで、[Start time] (スタート時間)、[End time] (終了時間)、[Time zone] (タイムゾーン) の値を
チェックします。
Amazon EC2 Auto Scaling では、開始時間および終了時間を、指定された日時に有効な UTC オフセット
でローカル時間に設定します。UTC オフセットは、現地時間から UTC までの差を時間と分単位で表した
ものです。タイムゾーンの値は、例えば America/New_York のようにリクエストされたタイムゾーンが
表示されます。
America/New_York夏時間 (DST) に自動的に調整のようなロケーションベースのタイムゾーン ただ
し、Etc/UTC のようなUTC ベースのタイムゾーン は絶対時刻であるような DST に調整されません。
たとえば、タイムゾーンが America/New_York である繰り返しのスケジュールがります。最初のスケー
リングアクションは、DST が始まる前の America/New_York でのタイムゾーンで発生します。次のス
ケーリングアクションは、DST が始まった後の America/New_York でのタイムゾーンで発生します。
最初のアクションは現地時間の午前 8:00 UTC-5 から始まり、2 番目のアクションは現地時間の午前 8:00
UTC-4 から始まります。

スケジュールされたアクションの更新
スケジュールされたアクションを作成した後、名前以外のすべての設定を更新できます。

スケジュールされたアクションを更新するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Automatic scaling (自動スケーリング)] タブの [Scheduled actions (スケジュールされたアクション)]
で、スケジュールされたアクションを選択します。

4.

[Actions]、[Edit] の順に選択します。

5.

変更を行ってから、[Save changes (変更の保存)] を選択します。

スケジュールされたアクションの削除
スケジュールされたアクションが不要になったら、削除できます。

スケジュールされたアクションを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling スケーリンググループを選択します。

3.

[Automatic scaling (自動スケーリング)] タブの [Scheduled actions (スケジュールされたアクション)]
で、スケジュールされたアクションを選択します。

4.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。
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スケジュールされたアクションを作成および管理する
(AWS CLI)
put-scheduled-update-group-action コマンドを使用して、スケジュールされたアクションは 1 回のみ、ま
たは反復してスケーリングするように作成して更新できます。

1 回だけ実行される、スケジュールされたアクションを作成する
Auto Scaling グループを 1 回だけ自動的にスケーリングするには、--start-time "YYYY-MMDDThh:mm:ssZ" オプションを使用します。
例: 1 回限りのスケールアウト
特定の日時に Auto Scaling グループで実行中のインスタンスの数を増やすには、以下のコマンドを使用し
ます。
--start-time (2021 年 3 月 31 日、8:00 AM UTC) に指定された日時に、グループの現在のインスタン
ス数が 3 未満である場合、 3 インスタンスにスケールアウトされます。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-one-timeaction \
--auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-03-31T08:00:00Z" --desiredcapacity 3

例: 1 回限りのスケールイン
特定の日時に Auto Scaling グループで実行中のインスタンスの数を減らすには、以下のコマンドを使用し
ます。
--start-time (2021 年 3 月 31日、4:00 PM UTC) に指定された日時に、グループの現在のインスタンス
数が 1 以上である場合、1 インスタンスにスケールインされます。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-one-timeaction \
--auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-03-31T16:00:00Z" --desiredcapacity 1

定期的なスケジュールで実行されるスケジュールされたアクショ
ンを作成する
定期的なスケーリングをスケジュールするには、--recurrence "cron expression" オプションを使
用します。
次に cron 式を指定するスケジュール済みアクションの例を次に示します。
指定されたスケジュール (毎日午前 9:00 (UTC)) で、グループの現在のインスタンス数が 3 未満である場
合、3 インスタンスにスケールアウトします。グループに 3 つ以上のインスタンスがある場合、3 つのイ
ンスタンスにスケールインします。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-recurringaction \
--auto-scaling-group-name my-asg --recurrence "0 9 * * *" --desired-capacity 3
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タイムゾーンを指定する定期的なスケジュールされたアクション
を作成する
スケジュールされたアクションは、デフォルトで UTC タイムゾーンに設定されます。別のタ
イムゾーンを指定するには、--time-zone オプションを選択し、IANA タイムゾーンの正規
名 (America/New_Yorkなど) を指定します。詳細については、https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_tz_database_time_zones を参照してください。
以下は、キャパシティーを拡張するための定期的なスケジュール済みアクションを作成できる --timezone オプションの使用例です。
指定されたスケジュール (現地時間毎週月曜日から金曜日の 6:00 PM) で、グループのインスタンスが現在
2 つ未満の場合は、2 つのインスタンスにスケールアウトします。現在、グループに 2 つ以上のインスタ
ンスがある場合は、2 つのインスタンスにスケールインします。
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-recurringaction \
--auto-scaling-group-name my-asg --recurrence "0 18 * * 1-5" --time-zone "America/
New_York" \
--desired-capacity 2

スケジュールされたアクションの説明
Auto Scaling グループのスケジュールされたアクションを記述するには、以下の describe-scheduledactions コマンドを使用します。
aws autoscaling describe-scheduled-actions --auto-scaling-group-name my-asg

正常に完了した場合、このコマンドは以下のような出力を返します。
{

"ScheduledUpdateGroupActions": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"ScheduledActionName": "my-recurring-action",
"Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
"ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",
"StartTime": "2020-12-01T00:30:00Z",
"Time": "2020-12-01T00:30:00Z",
"MinSize": 1,
"MaxSize": 6,
"DesiredCapacity": 4
}
]
}

スケジュールされたアクションの削除
スケジュールされたアクションを削除するには、以下の delete-scheduled-action コマンドを実行します。
aws autoscaling delete-scheduled-action --auto-scaling-group-name my-asg \
--scheduled-action-name my-recurring-action
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制約事項
• スケジュールされたアクションの名前は、Auto Scaling グループごとに一意である必要があります。
• スケジュールされたアクションには、一意の時間値が必要です。別のスケーリングアクティビティがす
でにスケジュールされているときにアクティビティをスケジュールしようとすると、呼び出しは拒否さ
れ、このスケジュールされた開始時間を持つスケジュールされたアクションがすでに存在していること
を示すエラーが返されます。
• 1 つの Auto Scaling グループあたり最大 125 のスケジュールされたアクションを作成できます。

Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック
Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループにライフサイクルフックを追加する機能を提供しま
す。これらのフックにより、Auto Scaling インスタンスライフサイクルのイベントを認識し、対応するラ
イフサイクルイベントが発生したときにカスタムアクションを実行するソリューションを作成できます。
ライフサイクルフックでは、インスタンスが次の状態に移行する前に、ライフサイクルアクションの完了
を待つ時間 (デフォルトでは 1 時間) が指定されます。
Auto Scaling インスタンスでライフサイクルフックを使用する例として、以下を実行します。
• スケールアウト イベントが発生すると、新しく起動したインスタンスはスタートアップ シーケンスを完
了し、待機状態に移行します。インスタンスが待機状態の間に、アプリケーションに必要なソフトウェ
アパッケージをダウンロードしてインストールするスクリプトを実行して、トラフィックの受信をス
タートする前に、インスタンスの準備がすべて完了していることを確認できます。スクリプトがソフト
ウェアのインストールを終了すると、complete-lifecycle-actionコマンドを実行して続行します。
• スケールイン イベントが発生すると、ライフサイクルフックによってインスタンスが終了される前に
一時停止され、Amazon EventBridge を使用して通知が送信されます。インスタンスが待機状態の間
に、AWS Lambda関数を呼び出したり、インスタンスに接続して、インスタンスが完全に終了される前
にログやその他のデータをダウンロードできます。
ライフサイクルフックの一般的な使用方法は、インスタンスが Elastic Load Balancing に登録されるタイ
ミングを制御することです。Auto Scaling グループに起動ライフサイクルフックを追加すると、ライフサ
イクルフックの最後にロードバランサーに登録される前に、ブートストラップスクリプトが正常に完了し
ていて、インスタンス上のアプリケーションがトラフィックを受け入れる準備ができていることを確認で
きます。
紹介ビデオについては、[AWSre: Invent 2018: Amazon EC2 Auto Scaling でキャパシティー管理を容易に
する] の [YouTube] をご覧ください。
目次
• ライフサイクルフックの考慮事項と制限 (p. 203)
• ライフサイクルフックの可用性 (p. 204)
• 例 (p. 204)
• ライフサイクルフックの動作 (p. 204)
• ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加するための準備 (p. 206)
• ライフサイクルフックを追加する (p. 212)
• ライフサイクルアクションを完了する (p. 214)
• チュートリアル: インスタンスメタデータを使用してターゲットライフサイクル状態を取得するように
ユーザーデータを設定する (p. 216)
• チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの設定 (p. 221)
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ライフサイクルフックの考慮事項と制限
ライフサイクルフックを使用するときは、以下の考慮事項と制限事項に留意してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループの管理に役立つ独自のライフサイクルを提供しま
す。このライフサイクルは、他の EC2 インスタンスのライフサイクルとは異なります。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスのライフサイクル (p. 8)」を参照してください。
• ウォームプール内のインスタンスには、ウォームプール内のインスタンスのライフサイクル状態の移
行 (p. 232) で説明されている独自のライフサイクルもあります。
• スポットインスタンスによりライフサイクルフックを使用できますが、使用可能な容量がなくなった場
合、ライフサイクルフックはインスタンスの終了を防ぐことができません。これは、2 分間の中断通知
により、いつでも起こり得ます。詳細については、[Amazon EC2 の Linux インスタンス用ユーザーガイ
ド] の[スポットインスタンス中断] を参照してください。ただし、容量の再調整を有効にして、Amazon
EC2 スポットサービスから再調整のレコメンデーションを受け取ったスポットインスタンスを積極的に
置換することができます。これは、スポットインスタンスの中断リスクが高まったときに送信される信
号です。詳細については、「キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処す
る (p. 286)」を参照してください。
• スケールアウトするとき、Amazon EC2 Auto Scaling は、起動ライフサイクルフック
が終了するまで、Auto Scaling グループの集計 CloudWatch インスタンスメトリクス
(CPUUtilization、NetworkIn、NetworkOut など) に新しいインスタンスをカウントしません。インスタン
スのデフォルトウォームアップが有効化されていない場合、または有効化されていても 0 に設定されて
いる場合、オートスケーリングインスタンスは、InService 状態になるとすぐに集計インスタンスメ
トリクスへの使用状況データの提供を開始します。詳しくは、「Auto Scaling グループに対するインス
タンスのデフォルトウォームアップを設定する (p. 155)」を参照してください。
スケールインでは、終了するインスタンスの削除が集約インスタンスメトリックスに直ちに反映されな
い場合があります。Amazon EC2 Auto Scaling の終了ワークフローが開始すると、終了するインスタン
スは、グループの集計インスタンスメトリクスへのカウントを停止します。
• Auto Scaling グループがインスタンスを起動または終了すると、簡易スケーリングポリシーによって開
始されたスケーリングアクティビティが一時停止されます。ライフサイクルフックが呼び出されると、
簡易スケーリングポリシーに起因するスケーリングアクティビティは、ライフサイクルアクションが
完了し、クールダウン期間が終了するまで一時停止されます。クールダウン期間に長い間隔を設定する
と、スケーリングが再開されるまでに時間がかかることになります。詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling のスケーリングクールダウン (p. 158)」を参照してください。
• インスタンスは一定期間、待機状態に維持できます。ライフサイクルフックのデフォルトタイムアウト
は 1 時間です (ハートビートタイムアウト)。インスタンスを待機状態に保つことができる最大時間を指
定するグローバルタイムアウトもあります。グローバルタイムアウトは、48 時間か、ハートビートタイ
ムアウトの 100 倍の時間のどちらか短い方になります。
ライフサイクルフックを作成するときは、以下の点に留意してください。
• 予期しない障害が発生した場合に起動を中止するように起動ライフサイクルフックを設定できます。そ
の場合、Amazon EC2 Auto Scaling は自動的に終了し、インスタンスが置き換えられます。
• ライフサイクルフックが繰り返し失敗する場合、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスの起動を許
可する頻度を制限するので、ライフサイクルアクションをテストして永続的なエラーを修正するように
してください。
• AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用したライフサイクルフックの作成と更新
は、AWS Management Consoleからライフサイクルフックを作成するときには利用できないオプション
を提供します。例えば、コンソールには SNS トピックや SQS キューの ARN を指定するフィールドが
表示されません。これは、Amazon EC2 Auto Scaling がすでに Amazon EventBridge にイベントを送信
しているからです。これらのイベントはフィルタリングして、必要に応じて Lambda、Amazon SNS、
および Amazon SQS などの AWS のサービスにリダイレクトできます。
• AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用して CreateAutoScalingGroup API を呼び出すこ
とによって、Auto Scaling グループの作成中に複数のライフサイクルフックを追加できます。ただし、
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各フックの通知ターゲットと IAM ロール (指定されている場合) が同じである必要があります。異なる通
知ターゲットと異なるロールでライフサイクルフックを作成するには、PutLifecycleHook API に対する
別個の呼び出しで、ライフサイクルフックを 1 つずつ作成します。

ライフサイクルフックの可用性
次の表は、さまざまなシナリオで利用できるライフサイクルフックを示しています。
イベント

インスタンスの インスタンスの インスタンスの
起動または終了 最大存続期間:
更新: 置き換え
¹
置き換えインス インスタンス
タンス

キャパシティー
の再調整: 置き
換えインスタン
ス

ウォームプー
ル: ウォーム
プールに出入り
するインスタン
ス

インスタンスの
起動

✓

✓

✓

✓

✓

インスタンスの
削除

✓

✓

✓

✓

✓

¹ グループの作成または削除時、グループが自動的にスケーリングした時、またはグループの希望する
キャパシティーを手動で調整した場合に、起動または終了したインスタンスに適用されます。インスタン
スのアタッチまたはデタッチ、インスタンスのスタンバイモードへの切り替え、または強制削除オプショ
ンを使用したグループの削除には適用されません。

例
AWS CloudFormation のスタックテンプレートでライフサイクルフックを宣言する方法を理解するために
使用できる、JSON および YAML のテンプレートスニペットをいくつかご用意しています。詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS::AutoScaling::LifecycleHook のリファレンスを参照して
ください。
ライフサイクルフックのサンプルテンプレートとユーザーデータスクリプトは、GitHub リポジトリでダウ
ンロードできます。
ライフサイクルフックの使用例については、以下のブログ記事を参照してください: Building a Backup
System for Scaled Instances using Lambda and Amazon EC2 Run Command (Lambda および Amazon
EC2 の Run Command を使用してスケーリングされたインスタンスの Backup システムを構築する) およ
び Run code before terminating an EC2 Auto Scaling instance (EC2 Auto Scaling インスタンスを終了する
前にコードを実行する)。

ライフサイクルフックの動作
Amazon EC2 インスタンスは、起動から終了まで、さまざまな状態に移行します。ライフサイクルフック
を作成して、インスタンスの待機状態への移行時に動作させることができます。
次の図は、Auto Scaling インスタンスの状態間の移行を示しています。
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(前の図には示されているように)。
1. Auto Scaling グループはスケールアウト イベントに応答し、インスタンスの起動を開始します。
2. ライフサイクルフックはインスタンスを待機状態 (Pending:Wait) にし、カスタムアクションを実行
します。
インスタンスは、ライフサイクルアクションが完了するまで、またはタイムアウト期間が終了するま
で待機状態のままになります。デフォルトでは、インスタンスは 1 時間にわたり待機状態になった
後、Auto Scaling グループは起動処理を継続します(Pending:Proceed)。さらに時間が必要な場合
は、ハートビートを記録することにより、タイムアウト期間を再開できます。カスタムアクションは完
了したが、タイムアウト期間はまだ終了していないという場合にライフサイクルアクションを完了する
と、タイムアウト期間が終了し、Auto Scaling グループは起動プロセスを続行します。
3. インスタンスはInService状態になり、ヘルスチェックの猶予期間がスタートします。ただし、Auto
Scaling グループが Elastic Load Balancing ロードバランサーに関連付けられている場合、インスタン
スが InService 状態に到達する前にインスタンスはロードバランサーに登録され、ロードバランサー
はそのヘルスチェックを開始します。ヘルスチェックの猶予期間が終了すると、Amazon EC2 Auto
Scaling はインスタンスのヘルス状態のチェックを開始します。
4. Auto Scaling グループはスケールイン イベントに応答し、インスタンスの終了を開始します。Auto
Scaling グループが Elastic Load Balancing で使用されている場合、まず、終了するインスタンスがロー
ドバランサーから登録解除されます。ロードバランサーの Connection Draining が有効になっている場
合、インスタンスは新しい接続の受け入れを停止し、既存の接続のドレインを待ってから登録解除プロ
セスを完了します。
5. ライフサイクルフックはインスタンスを待機状態 (Terminating:Wait) にし、カスタムアクションを
実行します。
インスタンスは、ライフサイクルアクションを完了するまで、またはタイムアウト期間が終了するまで
(デフォルトでは 1 時間)、待機状態のままになります。ライフサイクルフックを完了するか、タイムア
ウト期間が終了すると、インスタンスは次の状態 (Terminating:Proceed)に移行します。
6. インスタンスが終了しました。

Important
ウォームプール内のインスタンスには、ウォームプール内のインスタンスのライフサイクル状態
の移行 (p. 232) で説明されている、対応する待機状態を備えた独自のライフサイクルもありま
す。

205

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
ライフサイクルフックを追加するための準備

ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加
するための準備
Auto Scaling グループにライフサイクルフックを追加する前に、ユーザーデータスクリプト、または通知
ターゲットまたはが正しく設定されていることを確認するようにしてください。
• インスタンスの起動中にユーザーデータスクリプトを実行してインスタンスでカスタムアクションを使
用するために、通知ターゲットを設定する必要はありません。ただし、ユーザーデータスクリプトを指
定する起動テンプレートまたは起動設定を作成し、Auto Scaling グループに関連付けておく必要があり
ます。ユーザーデータスクリプトの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの起動時に Linux インスタンスでコマンドを実行するを参照してください。
• ライフサイクルアクションの完了時に Amazon EC2 Auto Scaling に通知を行うには、スクリプトに
CompleteLifecycleAction API コールを追加し、Auto Scaling インスタンスがこの API を呼び出すこと
を許可するポリシーを持つ IAM ロールを手動で作成する必要があります。起動テンプレートまたは起
動設定では、起動時に Amazon EC2 インスタンスにアタッチされる IAM インスタンスプロファイルを
使用して、このロールを指定する必要があります。詳細については、「ライフサイクルアクションを
完了する (p. 214)」および「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロー
ル (p. 365)」を参照してください。
• Lambda などのサービスを使用してカスタムアクションを実行するには、すでに EventBridge ルールが
作成されており、そのターゲットとして Lambda 関数が指定されている必要があります。詳細について
は、「ライフサイクル通知の通知ターゲットを設定する (p. 206)」を参照してください。
• ライフサイクルアクション完了時に Lambda に Amazon EC2 Auto Scaling への通知を許可するに
は、CompleteLifecycleAction API コールを関数コードに追加する必要があります。関数の実行ロール
に、ライフサイクルフックを完了する許可を Lambda に付与する IAM ポリシーをアタッチする必要
もあります。詳細については、「チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの設
定 (p. 221)」を参照してください。
• Amazon SNS や Amazon SQS などのサービスを使用してカスタムアクションを実行するには、SNS ト
ピックまたは SQS キューを作成し、その Amazon リソースネーム (ARN) を準備しておく必要がありま
す。また、SNS トピックまたは SQS ターゲットへの Amazon EC2 Auto Scaling アクセスを許可する
IAM ロールを作成し、その ARN を準備しておく必要があります。詳細については、「ライフサイクル
通知の通知ターゲットを設定する (p. 206)」を参照してください。

Note
デフォルトでは、コンソールでライフサイクルフックを追加すると、Amazon EC2 Auto
Scaling は Amazon EventBridge にライフサイクルイベント通知を送信します。EventBridge
またはユーザーデータスクリプトの使用は、推奨されるベストプラクティスです。Amazon
SNS または Amazon SQS に直接通知を送信するライフサイクルフックを作成するには、AWS
CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用してライフサイクルフックを追加します。

ライフサイクル通知の通知ターゲットを設定する
ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加して、インスタンスが待機状態になったときにカス
タムアクションを実行できます。希望する開発アプローチに応じてターゲットサービスを選択し、これら
のアクションを実行できます。
最初のアプローチでは、Amazon EventBridge を使用して、必要なアクションを実行する Lambda 関数を
呼び出します。2 つ目のアプローチでは、通知が発行される Amazon Simple Notification Service (Amazon
SNS) トピックを作成することです。クライアントは SNS トピックに登録し、サポートされているプロト
コルを使用して公開されたメッセージを受信できます。最後のアプローチでは、Amazon Simple Queue
Service (Amazon SQS) を使用します。これは、ポーリングモデルを介してメッセージを交換するために、
分散アプリケーションで使用されるメッセージングシステムです。
ベストプラクティスとして、 EventBridge を使用することをお勧めします。Amazon SNS および Amazon
SQS に送信される通知には、Amazon EC2 Auto Scaling が EventBridge に送信する通知と同じ情報が含ま
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れています。EventBridge 以前は、SNS または SQS に通知を送信し、別のサービスを SNS または SQS
に統合してプログラムによるアクションを実行するのがスタンダードな方法でした。今日、EventBridge
では、対象となるサービスのオプションが増え、サーバーレス アーキテクチャを使用してイベントを処理
しやすくなりました。
次の手順では、通知ターゲットの設定方法について説明します。
起動テンプレートまたは起動設定に、起動時にインスタンスを設定するユーザーデータスクリプトがある
場合は、インスタンスでカスタムアクションを実行するための通知を受け取る必要はありません。
目次
• EventBridge を使用して通知を Lambda にルーティングする (p. 207)
• Amazon SNS を使用した通知の受信 (p. 209)
• Amazon SQS を使用した通知の受信 (p. 209)
• Amazon SNS と Amazon SQS の通知メッセージの例 (p. 210)

Important
ライフサイクルフックで使用する EventBridge ルール、Lambda 関数、Amazon SNS トピック、
および Amazon SQS キューは、常に Auto Scaling グループを作成したのと同じリージョンに存
在する必要があります。

EventBridge を使用して通知を Lambda にルーティングする
EventBridge ルールを設定して、インスタンスが待機状態になったときに Lambda 関数を呼び出すことが
できます。Amazon EC2 Auto Scaling は、起動または終了するインスタンスとライフサイクルアクショ
ンを制御するために使用するトークンに関して、EventBridge にライフサイクルイベント通知を送信しま
す。これらのイベントの例については、Amazon EC2 Auto Scaling イベントリファレンス (p. 317) を参
照してください。

Note
AWS Management Consoleを使用してイベントルールを作成すると、EventBridge に Lambda 関
数を呼び出す許可を付与するために必要な IAM アクセス許可がコンソールによって自動的に追加
されます。AWS CLI を使用してイベントルールを作成する場合は、この権限を明示的に付与する
必要があります。
EventBridge コンソールでイベントルールを作成する方法の詳細については、「Amazon
EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参
照してください。
- または コンソールユーザー向けの初歩的なチュートリアルについては、「チュートリアル:Lambda 関
数を呼び出すライフサイクルフックの設定 (p. 221)」を参照してください。このチュートリ
アルは、起動イベントをリッスンし、CloudWatch Logs のログにそれらを書き込むシンプルな
Lambda 関数を作成する方法を説明します。

Lambda 関数を呼び出す EventBridge ルールを作成するには
1.

[Lambda コンソール] を使用して Lambda 関数を作成し、Amazon リソースネーム (ARN) を書き留め
ておきます。例えば、arn:aws:lambda:region:123456789012:function:my-function で
す。EventBridge ターゲットを作成するには ARN が必要です。詳細については、[AWS Lambdaデベ
ロッパーガイド] の [Lambda の開始方法] を参照してください。

2.

インスタンス起動のイベントに一致するルールを作成するには、次の put-rule コマンドを使用しま
す。
aws events put-rule --name my-rule --event-pattern file://pattern.json --state ENABLED
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次の例は、インスタンス起動ライフサイクルアクションの pattern.json を示しています。#####
#のテキストは、Auto Scaling グループの名前に置き換えてください。
{

}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
"detail": {
"AutoScalingGroupName": [ "my-asg" ]
}

コマンドが正常に実行された場合は、ルールの ARN を使用して EventBridge が応答します。この
ARN をメモします。これは、ステップ 4 で入力する必要があります。
他のイベントに一致するルールを作成するには、イベントパターンを変更します。詳細については、
「Auto Scaling イベントの処理に EventBridge を使用する (p. 317)」を参照してください。
3.

ルールのターゲットとして使用する Lambda 関数を指定するには、次のput-argetコマンドを実行しま
す。
aws events put-targets --rule my-rule --targets
Id=1,Arn=arn:aws:lambda:region:123456789012:function:my-function

上記のコマンドで、my-rule はステップ 2 でルールに指定した名前になり、Arn パラメータの値は
ステップ 1 で作成した関数の ARN になります。
4.

ルールが Lambda 関数を呼び出せるようにする許可を追加するには、以下の Lambda addpermission コマンドを使用します。このコマンドは、EventBridge サービスのプリンシパル
(events.amazonaws.com) 信頼し、指定のルールに許可を適用します。
aws lambda add-permission --function-name my-function --statement-id my-unique-id \
--action 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com --source-arn
arn:aws:events:region:123456789012:rule/my-rule

上記のコマンドでは:
• my-functionは、ルールがターゲットとして使用する Lambda 関数の名前です。
• my-unique-id は、Lambda 関数ポリシーのステートメントを記述するためにユーザーが定義する
一意の識別子です。
• source-arnは EventBridge ルールの ARN です。
コマンドが正常に実行された場合は、次のような出力が表示されます。
{

}

"Statement": "{\"Sid\":\"my-unique-id\",
\"Effect\":\"Allow\",
\"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"},
\"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",
\"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function\",
\"Condition\":
{\"ArnLike\":
{\"AWS:SourceArn\":
\"arn:aws:events:us-west-2:123456789012:rule/my-rule\"}}}"

Statement 値は、Lambda 関数ポリシーに追加されたステートメントの JSON 文字列バージョンで
す。
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5.

これらの指示に従った後、次のステップとして「ライフサイクルフックを追加する (p. 212)」に進み
ます。

Amazon SNS を使用した通知の受信
Amazon SNS を使用して、ライフサイクルアクションが発生したときに、通知を受け取るよう、通知ター
ゲット (SNS トピック) をセットアップできます。次に、Amazon SNS は登録された受信者に通知を送信
します。登録が確認されるまで、トピックに対して発行された通知は受信者に送信されません。

Amazon SNS を使用して通知をセットアップするには
1.

Amazon SNS トピックを作成するには、[Amazon SNS コンソール] または次の [トピックの作成] のコ
マンドを使用します。このトピックが、使用している Auto Scaling グループと同じリージョンにある
ことを確認します。詳細については、[Amazon Simple 通知サービスデベロッパーガイド] の [Amazon
SNS の使用開始] を参照してください。
aws sns create-topic --name my-sns-topic

2.

その Amazon リソースネーム (ARN) をメモします、例えば、
arn:aws:sns:region:123456789012:my-sns-topic。ライフサイクルフックを作成するには、
それが必要です。

3.

IAM サービスロールを作成して、Amazon EC2 Auto Scaling に Amazon SNS 通知ターゲットへのア
クセス権を付与します。
SNS トピックへの Amazon EC2 Auto Scaling のアクセス権を付与するには

4.

a.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

b.

左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

c.

[ロールの作成] を選択します。

d.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。

e.

ユースケースでは、[他の AWS サービスのユースケース] で [EC2 Auto Scaling]、[EC2 Auto
Scaling Notification Access] の順に選択します。

f.

[Next] (次へ) を 2 回選択して、[Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページに進
みます。

g.

[Role name] (ロール名) にロールの名前 (my-notification-role など) を入力して、[Create
role] (ロールを作成) を選択します。

h.

[Roles (ロール)] ページで作成したロールを選択して、[Summary (概要)] ページを開きま
す。ロールの [ARN] をメモします。例えば、arn:aws:iam::123456789012:role/mynotification-role です。ライフサイクルフックを作成するには、それが必要です。

これらの指示に従った後、次のステップとして「ライフサイクルフックを追加する (AWS
CLI) (p. 213)」に進みます。

Amazon SQS を使用した通知の受信
ライフサイクルアクションが発生したときにメッセージを受け取るよう、Amazon SQS を使用して通知
ターゲットをセットアップできます。キューコンシューマーは、SQS キューをポーリングしてこれらの通
知を処理する必要があります。

Important
FIFO キューはライフサイクルフックとの互換性がありません。
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Amazon SQS を使用して通知をセットアップするには
1.

[Amazon SQS コンソール] を使用して、Amazon SQS キューを作成します。キューが,使用している
Auto Scaling グループと同じリージョンにあることを確認します。詳細については、[Amazon Simple
キューサービス デベロッパーガイド] の [Amazon SQS の使用開始] を参照してください。

2.

キューの ARN をメモします。例えば、arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqsqueue。ライフサイクルフックを作成するには、それが必要です。

3.

IAM サービスロールを作成して、Amazon EC2 Auto Scaling に Amazon SQS 通知ターゲットへのア
クセス権を付与します。
SQS キューへ Amazon EC2 Auto Scaling のアクセス権を付与するには

4.

a.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

b.

左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

c.

[ロールの作成] を選択します。

d.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。

e.

ユースケースでは、[他の AWS サービスのユースケース] で [EC2 Auto Scaling]、[EC2 Auto
Scaling Notification Access] の順に選択します。

f.

[Next] (次へ) を 2 回選択して、[Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページに進
みます。

g.

[Role name] (ロール名) にロールの名前 (my-notification-role など) を入力して、[Create
role] (ロールを作成) を選択します。

h.

[Roles (ロール)] ページで作成したロールを選択して、[Summary (概要)] ページを開きま
す。ロールの [ARN] をメモします。例えば、arn:aws:iam::123456789012:role/mynotification-role です。ライフサイクルフックを作成するには、それが必要です。

これらの指示に従った後、次のステップとして「ライフサイクルフックを追加する (AWS
CLI) (p. 213)」に進みます。

Amazon SNS と Amazon SQS の通知メッセージの例
インスタンスが待機状態のときに、Amazon SNSまたはAmazon SQSの通知ターゲットにメッセージが発
行されます。メッセージには、次に示す情報が含まれます。
• LifecycleActionToken - ライフサイクル アクション トークン。
• AccountId — AWS アカウント ID。
• AutoScalingGroupName - Auto Scaling グループの名前。
• LifecycleHookName - ライフサイクルフックの名前。
• EC2InstanceId - EC2 インスタンスの ID。
• LifecycleTransition - ライフサイクルフックタイプ。
• NotificationMetadata — 通知メタデータ。
通知メッセージの例を次に示します。
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2021-01-19T00:36:26.533Z
RequestId: 18b2ec17-3e9b-4c15-8024-ff2e8ce8786a
LifecycleActionToken: 71514b9d-6a40-4b26-8523-05e7ee35fa40
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
LifecycleHookName: my-hook
EC2InstanceId: i-0598c7d356eba48d7
LifecycleTransition: autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
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テスト通知メッセージの例
最初にライフサイクルフックを追加すると、テスト通知メッセージが通知ターゲットに発行されます。テ
スト通知メッセージの例を次に示します。
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2021-01-19T00:35:52.359Z
RequestId: 18b2ec17-3e9b-4c15-8024-ff2e8ce8786a
Event: autoscaling:TEST_NOTIFICATION
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
AutoScalingGroupARN: arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg

Note
Amazon EC2 Auto Scaling から EventBridge に配信されるイベントの例については、Amazon
EC2 Auto Scaling イベントリファレンス (p. 317)を参照してください。

インスタンスメタデータを使用してターゲットライフサイクル状
態を取得する
Important
Amazon EC2 Auto Scaling は、2022 年 3 月 10 日にターゲットライフサイクル状態の生成を開始
しました。この日付以降にインスタンスがターゲットライフサイクル状態のいずれかに移行した
場合は、インスタンスメタデータにターゲットライフサイクル状態項目が存在します。移行しな
かった場合は項目が存在しないため、HTTP 404 エラーが発生します。
起動する各 Auto Scaling インスタンスは、いくつかのライフサイクル状態を経過します。特定のライフサ
イクル状態移行で実行されるようにインスタンス上のカスタムアクションを微調整したい場合、これはイ
ンスタンスメタデータを使用してターゲットライフサイクル状態を取得することで可能になります。例え
ば、ウォームプール内のインスタンスにライフサイクルフックを作成するときにターゲットライフサイク
ル状態を取得して、休止状態のインスタンスや停止されたインスタンスが再起動時にクラスターにアタッ
チされるようにすることができます。
Auto Scaling インスタンスのライフサイクルには、2 つの主な定常状態 (InService お
よび Terminated) と、2 つの副次的な定常状態 (Detached および Standby) があ
ります。ウォームプールを使用する場合、ライフサイクルにはさらに 4 つの定常状態
(Warmed:Hibernated、Warmed:Running、Warmed:Stopped、および Warmed:Terminated) があり
ます。
インスタンスが前述の定常状態のいずれかに移行する準備を行うと、Amazon EC2 Auto Scaling がインス
タンスメタデータ項目の autoscaling/target-lifecycle-state の値を更新します。インスタンス
内からターゲットライフサイクル状態を取得するには、インスタンスメタデータサービスを使用してイン
スタンスメタデータから状態を取得する必要があります。

Note
インスタンスメタデータは、アプリケーションがインスタンス情報をクエリするために使用でき
る、Amazon EC2 インスタンスに関するデータです。インスタンスメタデータサービスは、ロー
カルコードがインスタンスメタデータにアクセスするために使用する、インスタンス上のコン
ポーネントです。ローカルコードには、インスタンスで実行されているユーザーデータスクリプ
トまたはアプリケーションなどがあります。
ローカルコードは、インスタンスメタデータサービスバージョン 1 (IMDSv1) とインスタンスメタデータ
サービスバージョン 2 (IMDSv2) の 2 つの方法のいずれかを使用して、実行中のインスタンスからのイン
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スタンスメタデータにアクセスできます。IMDSv2 はセッション指向のリクエストを使用し、インスタン
スメタデータへのアクセス試行に利用される可能性がある数種類の脆弱性を緩和します。これら 2 つの方
法の詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「IMDSv2 の使用」を参
照してください。
IMDSv2
TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadatatoken-ttl-seconds: 21600"` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/metadata/autoscaling/target-lifecycle-state

IMDSv1
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/autoscaling/target-lifecycle-state

以下は出力例です。
InService

ターゲットライフサイクル状態とは、インスタンスの移行先状態のことです。現在のライフサイクル状態
は、インスタンスの今の状態です。これらは、ライフサイクルアクションが完了し、インスタンスがター
ゲットライフサイクル状態への移行を完了した後で同じになる場合があります。インスタンスメタデータ
からインスタンスの現在のライフサイクル状態を取得することはできません。
ターゲットライフサイクル状態を使用するユーザーデータスクリプトでカスタムアクションを伴うラ
イフサイクルフックを作成する方法を説明するチュートリアルについては、「チュートリアル: インス
タンスメタデータを使用してターゲットライフサイクル状態を取得するようにユーザーデータを設定す
る (p. 216)」を参照してください。
インスタンスの設定または管理に使用できるインスタンスメタデータカテゴリの詳細については、「Linux
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータのカテゴリ」を参照してく
ださい。インスタンスメタデータの取得に関する詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータの取得」を参照してください。

ライフサイクルフックを追加する
Auto Scaling インスタンスを待機状態にしてカスタムアクションを実行するために、Auto Scaling グルー
プにライフサイクルフックを追加できます。カスタムアクションは、インスタンスの起動時または終了前
に実行されます。インスタンスは、ライフサイクルアクションが完了するまで、またはタイムアウト期間
が終了するまで待機状態のままになります。
AWS Management Consoleから Auto Scaling グループを作成したら、それに 1 つ、または複数のライフサ
イクルフック (合計で最大 50 個) を追加できます。AWS CLI、AWS CloudFormation、または SDK を使用
して、Auto Scaling グループの作成中にライフサイクルフックを追加することもできます。
デフォルトでは、コンソールでライフサイクルフックを追加すると、Amazon EC2 Auto Scaling は
Amazon EventBridge にライフサイクルイベント通知を送信します。EventBridge またはユーザーデータス
クリプトの使用は、推奨されるベストプラクティスです。Amazon SNS または Amazon SQS に直接通知
を送信するライフサイクルフックを作成するには、このトピックの例にあるように、put-lifecycle-hook コ
マンドを使用できます。
目次
• ライフサイクルフックを追加する (コンソール) (p. 213)
• ライフサイクルフックを追加する (AWS CLI) (p. 213)
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ライフサイクルフックを追加する (コンソール)
これらのステップを実行して、Auto Scaling グループにライフサイクルフックを追加します。スケールア
ウト (インスタンスの起動) とスケールイン (インスタンスの終了) のライフサイクルフックを作成するに
は、2 つの個別のフックを作成する必要があります。
作業を開始する前に、「ライフサイクルフックを Auto Scaling グループに追加するための準
備 (p. 206)」の説明どおりにカスタムアクションがセットアップされていることを確認してください。

ライフサイクルフックを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling グループ] ページの下のパートに分割ペインが開き、グループに関する情報が表示され
ます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイクルフック)] で、
[Create lifecycle hook (ライフサイクルフックを作成)] を選択します。

4.

ライフサイクルフックを定義するには、以下を実行します。
a.

[Lifecycle hook name (ライフサイクルフック名)] で、ライフサイクルフックの名前を指定しま
す。

b.

[Lifecycle Transition] (ライフサイクル移行) で、[Instance Launch] (インスタンス起動) または
[Instance Terminate] (インスタンス終了) を選択します。

c.

[Heartbeat timeout] (ハートビートタイムアウト) には、フックがタイムアウトする前に、インス
タンスがスケールアウトまたはスケールイン時に待機状態を維持する時間を指定します。この時
間の範囲は 30～7200 秒です。

Note
タイムアウトはデフォルトで 3600 秒 (1 時間) になっています。長いタイムアウト期間
を設定すると、カスタムアクションが完了する時間が長くなります。タイムアウト期間
が終わる前に終了した場合は、インスタンスが次の状態に進むことを許可する completelifecycle-action コマンドを送信することができます。
d.

[Default result] (デフォルトの結果) には、ライフサイクルフックのタイムアウト時間を過ぎた場
合、または予期しない障害が発生した場合に実行するアクションを指定します。[中止] (デフォル
ト) または [続行] のいずれかを選択できます。
• インスタンスが起動中の場合、「続行」はアクションが正常に実行され、Amazon EC2 Auto
Scaling がインスタンスを稼働状態にできることを示します。それ以外の場合、「中止」はカス
タムアクションが失敗し、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを終了できることを示し
ます。
• インスタンスが終了中である場合、「中止」と「続行」の両方により、インスタンスを終了を
許可します。ただし、「中止」は他のライフサイクルフックなど残りのアクションをすべて停
止し、「続行」は他のライフサイクルフックを完了することを許可します。

e.
5.

(オプション) [Notification Metadata (通知メタデータ)] で、Amazon EC2 Auto Scaling が通知ター
ゲットにメッセージを送信するときに含める追加情報を指定します。

[Create] を選択します。

ライフサイクルフックを追加する (AWS CLI)
[put-lifecycle-hook] コマンドを使用して、ライフサイクルフックを作成および更新ができます。
スケールアウトでアクションを実行するには、以下のコマンドを使用します。
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aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-launch-hook
--auto-scaling-group-name my-asg \
--lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING

\

スケールインでアクションを実行するには、以下のコマンドを使用します。
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook
--auto-scaling-group-name my-asg \
--lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING

\

Amazon SNS または Amazon SQS を使用して通知を受信するには、--notification-target-arn お
よび --role-arn オプションを追加します。
以下の例は、my-sns-topic という名前の SNS トピックを通知ターゲットとして指定するライフサイク
ルフックを作成します。
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook
--auto-scaling-group-name my-asg \
--lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING \
--notification-target-arn arn:aws:sns:region:123456789012:my-sns-topic \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role

\

トピックは、以下のキーと値のペアが含まれたテスト通知を受け取ります。
"Event": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION"

デフォルトで、put-lifecycle-hook コマンドは、ハートビートタイムアウトが 3600 秒 (1 時間) のライフサ
イクルフックを作成します。
既存のライフサイクルフックのハートビートタイムアウトを変更するには、以下の例にあるように、-heartbeat-timeout オプションを追加します。
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook \
--auto-scaling-group-name my-asg --heartbeat-timeout 120

インスタンスがすでに待機状態になっている場合は、record-lifecycle-action-heartbeat CLI コマンドを使用
して、ハートビートを記録することによってライフサイクルフックがタイムアウトしないようにすること
ができます。これにより、ライフサイクルフックを作成するときに指定するタイムアウト時間によってタ
イムアウト期間が延長されます。タイムアウト期間が終わる前に終了した場合は、インスタンスが次の状
態に進むことを許可する complete-lifecycle-action CLI コマンドを送信することができます。詳細な説明と
例については、ライフサイクルアクションを完了する (p. 214)を参照してください。

ライフサイクルアクションを完了する
Auto Scaling グループがライフサイクルイベントに応答する際、Auto Scaling グループはインスタンスを
待機状態にしてイベント通知を送信します。インスタンスが待機状態にあるときに、カスタムアクション
を実行できます。
目次
• ライフサイクルアクションを完了する (手動) (p. 215)
• ライフサイクルアクションを完了する (自動) (p. 215)
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ライフサイクルアクションを完了する (手動)
次の手順はコマンドライン インターフェイスに関するもので、コンソールではサポートされていません。
インスタンス ID や Auto Scaling グループの名前など、置き換える必要がある情報は、斜体で表示されま
す。

ライフサイクルアクションを完了するには (AWS CLI)
1.

カスタムアクション完了までにさらに時間が必要な場合は、record-lifecycle-action-heartbeat コマンド
を使用してタイムアウト時間を再開し、インスタンスを待機状態に維持します。例えば、タイムアウ
ト期間が 1 時間に設定されており、30 分後にこのコマンドを呼び出す場合、インスタンスはさらに 1
時間 (合計で 90 分) 待機状態のままになります。
以下のコマンドに示すように、通知 (p. 210)と共に受信したライフサイクルアクショントークンを指
定できます。
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat --lifecycle-hook-name my-launch-hook
\
--auto-scaling-group-name my-asg --lifecycle-actiontoken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635

または、以下のコマンドに示すように、通知 (p. 210)とともに受信したインスタンスの ID を指定で
きます。
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat --lifecycle-hook-name my-launch-hook
\
--auto-scaling-group-name my-asg --instance-id i-1a2b3c4d

2.

[complete-lifecycle-action] コマンドを使用してタイムアウト期間が終了する前にカスタムアクション
を終了すると、Auto Scaling グループは起動を継続するか、インスタンスを終了することができま
す。以下のコマンドに示すように、ライフサイクルアクショントークンを指定できます。
aws autoscaling complete-lifecycle-action --lifecycle-action-result CONTINUE \
--lifecycle-hook-name my-launch-hook --auto-scaling-group-name my-asg \
--lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635

または、以下のコマンドに示すように、インスタンスの ID を指定できます。
aws autoscaling complete-lifecycle-action --lifecycle-action-result CONTINUE \
--instance-id i-1a2b3c4d --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
--auto-scaling-group-name my-asg

ライフサイクルアクションを完了する (自動)
起動後にインスタンスを設定するユーザーデータスクリプトがある場合は、ライフサイクルアクションを
手動で完了する必要はありません。complete-lifecycle-action コマンドをスクリプトに追加します。スクリ
プトは、インスタンスのメタデータからインスタンス ID を取得し、ブートストラップスクリプトが正常に
完了したときに Amazon EC2 Auto Scaling に通知します。
まだそうしていない場合は、インスタンスメタデータからインスタンスのインスタンス ID を取得するため
のスクリプトを更新します。詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の
「インスタンスメタデータを取得する」を参照してください。
Lambda を使用する場合は、カスタムアクションが成功した際にインスタンスのライフサイクルを続行で
きるように、関数のコードにコールバックを設定することもできます。詳細については、「チュートリア
ル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの設定 (p. 221)」を参照してください。
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チュートリアル: インスタンスメタデータを使用して
ターゲットライフサイクル状態を取得するようにユー
ザーデータを設定する
ライフサイクルフックのカスタムアクションを作成する一般的な方法は、Amazon EC2 Auto Scaling が
Amazon EventBridge などの他のサービスに送信する通知を使用することですが、その代わりに、インス
タンスを設定してライフサイクルアクションを完了するコードをインスタンスそのものに移動させるユー
ザーデータスクリプトを使用することによって、追加のインフラストラクチャを作成する手間を省くこと
ができます。
以下のチュートリアルは、ユーザーデータスクリプトとインスタンスメタデータを使用して開始する方法
を説明します。グループ内のインスタンスのターゲットライフサイクル状態 (p. 211)を読み取り、インス
タンスのライフサイクルの特定のフェーズでコールバックアクションを実行して起動プロセスを続行する
ユーザーデータスクリプトを使用した、基本的な Auto Scaling グループ設定を作成します。
目次
• ステップ 1: ライフサイクルアクションを完了するための許可を持つ IAM ロールを作成する (p. 216)
• ステップ 2: 起動テンプレートを作成して IAM ロールとユーザーデータスクリプトを含める (p. 217)
• ステップ 3: Auto Scaling グループを作成する (p. 218)
• ステップ 4: ライフサイクルフックを追加する (p. 219)
• ステップ 5: 機能をテストして検証する (p. 219)
• ステップ 6: クリーンアップする (p. 220)

ステップ 1: ライフサイクルアクションを完了するための許可を
持つ IAM ロールを作成する
ライフサイクルアクションを完了するためのコールバックの送信に AWS CLI または AWS SDK を使用す
るときは、ライフサイクルアクションを完了するための許可を持つ IAM ロールを使用する必要がありま
す。

ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールの [ポリシーページ] を開き、[ポリシーの作成] を選択します。

2.

[JSON] タブを選択します。

3.

[Policy Document] (ポリシードキュメント) ボックスで、以下のポリシードキュメントをコピーし、
ボックスに貼り付けます。sample text を、お使いのアカウント番号と、作成する Auto Scaling グ
ループの名前 (TestAutoScalingEvent-group) に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CompleteLifecycleAction"
],
"Resource":
"arn:aws:autoscaling:*:123456789012:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/
TestAutoScalingEvent-group"
}
]
}
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[次へ:タグ] を選択し、[次へ:レビュー] を選択します。

[Name] (名前) に「TestAutoScalingEvent-policy」と入力します。[Create policy] を選択しま
す。

ポリシーの作成が完了したら、それを使用するロールを作成できます。

ロールを作成するには
1.

左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。

4.

ユースケースに [EC2] を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Add permissions] (許可を追加) で、作成したポリシー ([TestAutoScalingEvent-policy]) を選択しま
す。続いて、[Next (次へ)] を選択します。

6.

[Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページで、[Role name] (ロール名) に
TestAutoScalingEvent-role を入力し、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

ステップ 2: 起動テンプレートを作成して IAM ロールとユーザー
データスクリプトを含める
Auto Scaling グループで使用する起動テンプレートを作成します。作成した IAM ロールと、提供されたサ
ンプルユーザーデータスクリプトを含めます。

起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソールの [Launch templates] (起動テンプレート) ページを開きます。

2.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

3.

[起動テンプレート名] を使用する場合、TestAutoScalingEvent-template を入力します。

4.

[Auto Scaling ガイダンス] で、チェックボックスを選択します。

5.

[アプリケーションおよび OS イメージ (Amazon マシンイメージ)] で、[クイックスタート] から
Amazon Linux 2 (HVM)、SSD Volume Type、64 ビット (x86) を選択します。

6.

[Instance type] (インスタンスタイプ) には、Amazon EC2 インスタンスのタイプ (「t2.micro」など)
を選択します。

7.

[詳細設定] を使用する場合、セクションを展開してフィールドを表示します。

8.

[IAM instance profile] (IAM インスタンスプロファイル) で、IAM ロールの IAM インスタンスプロファ
イル名を選択します (TestAutoScalingEvent-role)。インスタンスプロファイルは IAM ロールのコンテ
ナであり、インスタンスの起動時に Amazon EC2 インスタンスに IAM ロール情報を渡すために使用
できます。
IAM コンソールを使用して IAM ロールを作成すると、コンソールが対応するロールと同じ名前を使用
したインスタンスプロファイルを自動的に作成します。

9.

[User data] (ユーザーデータ) では、以下のサンプルユーザーデータスクリプトをコピーして、フィー
ルドに貼り付けます。group_name のサンプルテキストは、作成する Auto Scaling グループの名前に
置き換え、region は、Auto Scaling グループが使用する AWS リージョンに置き換えます。
#!/bin/bash
function get_target_state {
echo $(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/autoscaling/targetlifecycle-state)
}
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function get_instance_id {
echo $(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
}
function complete_lifecycle_action {
instance_id=$(get_instance_id)
group_name='TestAutoScalingEvent-group'
region='us-west-2'

}

echo $instance_id
echo $region
echo $(aws autoscaling complete-lifecycle-action \
--lifecycle-hook-name TestAutoScalingEvent-hook \
--auto-scaling-group-name $group_name \
--lifecycle-action-result CONTINUE \
--instance-id $instance_id \
--region $region)

function main {
while true
do
target_state=$(get_target_state)
if [ \"$target_state\" = \"InService\" ]; then
# Change hostname
export new_hostname="${group_name}-$instance_id"
hostname $new_hostname
# Send callback
complete_lifecycle_action
break
fi
echo $target_state
sleep 5
done
}
main

このシンプルなユーザーデータスクリプトは、以下を実行します。
• インスタンスメタデータを呼び出して、インスタンスメタデータからターゲットライフサイクル状
態とインスタンス ID を取得する
• ターゲットライフサイクル状態が InService に変更されるまで、状態を繰り返し取得する
• ターゲットライフサイクル状態が InService の場合、インスタンスのホスト名を Auto Scaling グ
ループの名前が先頭に付加されたインスタンス ID に変更する
• complete-lifecycle-action CLI コマンドを呼び出すことによってコールバックを送信し、EC2 起動プ
ロセスを CONTINUE するように Amazon EC2 Auto Scaling に通知する
10. [起動テンプレートの作成] を選択します。
11. 確認ページで、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

Note
ユーザーデータスクリプトを開発する際の参考として使用できるその他の例については、Amazon
EC2 Auto Scaling の GitHub リポジトリを参照してください。

ステップ 3: Auto Scaling グループを作成する
起動テンプレートを作成したら、Auto Scaling グループを作成します。
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Auto Scaling グループを作成する
1.

[Choose launch template or configuration] (起動テンプレートまたは起動設定を選択する) ペー
ジで、[Auto Scaling group name] (Auto Scaling グループ名) に Auto Scaling グループの名前
(TestAutoScalingEvent-group) を入力します。

2.

[Next] (次へ) を選択して、[Choose instance launch options] (インスタンス起動オプションを選択)
ページに進みます。

3.

[Network] (ネットワーク) で VPC を選択します。

4.

[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、1 つ、または複数のア
ベイラビリティーゾーンから 1 つ、または複数のサブネットを選択します。

5.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) セクションでは、このステップを簡略化す
るためにデフォルト設定を使用します。(起動テンプレートを上書きしないでください。) このチュー
トリアルでは、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプを使用して、オンデマンドインス
タンスを 1 つだけ起動します。

6.

画面の最下部にある [Skip to review] (スキップして確認) を選択します。

7.

[Review] (確認) ページで Auto Scaling グループの詳細を確認してから、[Create Auto Scaling group]
(Auto Scaling グループを作成) を選択します。

ステップ 4: ライフサイクルフックを追加する
ライフサイクルアクションが完了するまでインスタンスを待機状態に維持するライフサイクルフックを追
加します。

ライフサイクルフックを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling グループ] ページの下のパートに分割ペインが開き、グループに関する情報が表示され
ます。

3.

下部のペインで、[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイク
ルフック)] で、[Create lifecycle hook (ライフサイクルフックを作成)] を選択します。

4.

ライフサイクルフックを定義するには、以下を実行します。

5.

a.

[ライフサイクルフック名] で、TestAutoScalingEvent-hookを入力します。

b.

[Lifecycle transition (ライフサイクルの移行)] で、[Instance launch (インスタンスの起動)] を選択
します。

c.

[Heartbeat timeout] (ハートビートタイムアウト) に、ユーザーデータスクリプトからのコール
バックを待つ秒数として 300 を入力します。

d.

[デフォルトの結果] で、[中止] を選択します。フックがユーザーデータスクリプトからのコール
バックを受け取ることなくタイムアウトすると、Auto Scaling グループは新しいインスタンスを
終了します。

e.

(オプション) [Notification metadata] (通知メタデータ) を空のままにしておきます。

[Create] を選択します。

ステップ 5: 機能をテストして検証する
機能をテストするには、Auto Scaling グループの希望容量を 1 つ増やすことによって Auto Scaling グルー
プを更新します。インスタンスの起動直後にユーザーデータスクリプトが実行され、インスタンスのター
ゲットライフサイクル状態のチェックが開始されます。スクリプトは、ターゲットライフサイクル状態が
InService になるとホスト名を変更し、コールバックアクションを送信します。これには通常、完了ま
で数秒しかかかりません。
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Auto Scaling グループのサイズを増やすには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。上部ペインの最上部の行が見えて
いる状態で、下部ペインの詳細を確認します。

3.
4.

下部のペインの [詳細] タブで、[グループの詳細] 、[編集] を順に選択します。
[Desired capacity (希望するキャパシティー)] の場合は、現在の値を 1 ずつ増やします。

5.

[Update] (更新) を選択します。インスタンスの起動中は、上部ペインの [Status (ステータス)] 列に
[Updating capacity (キャパシティーの更新)] というステータスが表示されます。

希望容量を増やした後で、スケーリングアクティビティの説明からインスタンスが正常に起動され、終了
されていないことを確認できます。

スケーリングを表示するには
1.

[Auto Scaling グループ] ページに戻り、グループを選択します。

2.

[アクティビティ] タブの [アクティビティ履歴] では、[ステータス] 列に、Auto Scaling グループがイ
ンスタンスを正常に起動したかどうかが表示されます。

3.

ユーザーデータスクリプトが失敗した場合は、タイムアウト期間が過ぎたときに、ステータス
が Canceled のスケーリングアクティビティと、Instance failed to complete user's
Lifecycle Action: Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341a6c42EXAMPLE was abandoned: Lifecycle Action Completed with ABANDON Result
のステータスメッセージが表示されます。

ステップ 6: クリーンアップする
このチュートリアルのために作成したリソースでの作業が完了したら、次の手順を実行してそれらを削除
してください。

ライフサイクルフックを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.
3.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイクルフック)] で、
[lifecycle hook (ライフサイクルフック)] を選択します。(TestAutoScalingEvent-hook)

4.
5.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。
確認のために、もう一度 [削除] を選択します。

起動テンプレートを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの [Launch templates] (起動テンプレート) ページを開きます。

2.

起動テンプレート (TestAutoScalingEvent-template) を選択してから、[Actions] (アクショ
ン)、[Delete template] (テンプレートを削除) の順に選択します。

3.

確認を求められたら、Delete を入力して指定した起動テンプレートの削除を確認し、[Delete] (削除)
を選択します。

サンプル Auto Scaling グループでの作業が完了したら、グループを削除してください。作成した IAM ロー
ルと許可ポリシーも削除できます。

Auto Scaling グループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。
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2.

Auto Scaling グループ (TestAutoScalingEvent-group) の横にあるチェックボックスをオンにし
て、[Delete] (削除) を選択します。

3.

確認を求められたら、delete を入力して指定された Auto Scaling グループの削除を確認し、[Delete]
(削除) を選択します。
[Name (名前)] 列のロードアイコンに、Auto Scaling グループが削除されたことが示されます。インス
タンスを終了してグループを削除するには数分かかります。

IAM ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

関数のロール (TestAutoScalingEvent-role) を選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

確認を求められたら、ロールの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

IAM ポリシーを削除するには
1.

IAM コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。

2.

作成したポリシーを選択します。(TestAutoScalingEvent-policy)

3.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求められたら、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイク
ルフックの設定
この演習では、フィルターパターンが含まれる Amazon EventBridge ルールを作成します。このルールに
一致すると、AWS Lambda 関数がルールのターゲットとして呼び出されます。使用するフィルターパター
ンとサンプル関数コードを提供します。
すべてが正しく設定されると、このチュートリアルの最後に、インスタンスの起動時に Lambda 関
数はカスタムアクションを実行します。カスタムアクションは、Lambda 関数に関連付けられている
CloudWatch Logs ログ ストリーミングにイベントをログするだけです。
Lambda 関数もコールバックを実行して、このアクションが成功するとインスタンスのライフサイクルを
続行しますが、アクションが失敗するとインスタンスは起動を中止し、終了させます。
EventBridge の使用に関する詳細については、「Auto Scaling イベントの処理に EventBridge を使用す
る (p. 317)」を参照してください。
目次
• 前提条件 (p. 222)
• ステップ 1: ライフサイクルアクションを完了するための許可を持つ IAM ロールを作成する (p. 222)
• ステップ 2: Lambda 関数を作成する (p. 223)
• ステップ 3: EventBridge ルールを作成する (p. 223)
• ステップ 4: ライフサイクルフックを追加する (p. 224)
• ステップ 5: イベントをテストし、検証する (p. 225)
• ステップ 6：次のステップ (p. 226)
• ステップ 7: クリーンアップ (p. 226)
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前提条件
このチュートリアルを開始する前に、Auto Scaling グループがまだない場合は、作成します。Auto Scaling
グループを作成するには、Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開き、[Create Auto
Scaling group] (Auto Scaling グループを作成する) を選択します。

ステップ 1: ライフサイクルアクションを完了するための許可を
持つ IAM ロールを作成する
Lambda 関数を作成する前に、実行ロールと許可ポリシーを作成して、Lambda がライフサイクルフック
を完了できるようにする必要があります。

ポリシーを作成するには
1.

IAM コンソールの [ポリシーページ] を開き、[ポリシーの作成] を選択します。

2.

[JSON] タブを選択します。

3.

[ポリシードキュメント] ボックスに、次のポリシードキュメントを貼り付け、[######] のテキストは
アカウント番号と Auto Scaling グループの名前に置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CompleteLifecycleAction"
],
"Resource":
"arn:aws:autoscaling:*:123456789012:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/my-asg"
}
]

}

4.

[次へ:タグ] を選択し、[次へ:レビュー] を選択します。

5.

[Name] (名前) に「LogAutoScalingEvent-policy」と入力します。[Create policy] を選択しま
す。

ポリシーの作成が完了したら、それを使用するロールを作成できます。

ロールを作成するには
1.

左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

2.

[ロールの作成] を選択します。

3.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。

4.

ユースケースに [Lambda] を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。

5.

[Add permissions] (許可を追加) で、作成したポリシー ([LogAutoScalingEvent-policy])
と、[AWSLambdaBasicExecutionRole] という名前のポリシーを選択します。続いて、[Next (次へ)] を
選択します。

Note
AWSLambdaBasicExecutionRole ポリシーには、ログを CloudWatch Logs に書き込むために
関数が必要とするアクセス許可があります。
6.

[Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページで、[Role name] (ロール名) に
LogAutoScalingEvent-role を入力し、[Create role] (ロールを作成) を選択します。
222

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
チュートリアル:Lambda 関数を呼
び出すライフサイクルフックの設定

ステップ 2: Lambda 関数を作成する
イベントの対象となる Lambda 関数を作成します。Node.js で記述したサンプルの Lambda 関数は、一致
するイベントが Amazon EC2 Auto Scaling から出力されたときに EventBridge から呼び出されます。

Lambda 関数を作成するには
1.

Lambda コンソールで [Functions (関数)] ページを開きます。

2.

[関数の作成] を選択し、[一から作成] を選択します。

3.

[基本的な情報] の [関数名] に「LogAutoScalingEvent」と入力します。

4.

[デフォルト実行ロールを変更する]を選択し、[実行ロール] で、[既存のロールを使用する] を選択しま
す。

5.

既存の[ロール] で、[ログ オート スケーリングイベント ロール] を選択します。

6.

他はデフォルト値のままにしておきます。

7.

[Create function] (関数の作成) を選択します。関数のコードと設定に戻ります。

8.

コンソールで LogAutoScalingEvent 関数を開いたまま、エディタの [Function code] (関数コード)
で、index.js という名前のファイルに以下のサンプルコードを貼り付けます。
var aws = require("aws-sdk");
exports.handler = (event, context, callback) => {
console.log('LogAutoScalingEvent');
console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
var autoscaling = new aws.AutoScaling({region: event.region});
var eventDetail = event.detail;
var params = {
AutoScalingGroupName: eventDetail['AutoScalingGroupName'], /* required */
LifecycleActionResult: 'CONTINUE', /* required */
LifecycleHookName: eventDetail['LifecycleHookName'], /* required */
InstanceId: eventDetail['EC2InstanceId'],
LifecycleActionToken: eventDetail['LifecycleActionToken']
};
var response;
autoscaling.completeLifecycleAction(params, function(err, data) {
if (err) {
console.log(err, err.stack); // an error occurred
response = {
statusCode: 500,
body: JSON.stringify('ERROR'),
};
} else {
console.log(data);
// successful response
response = {
statusCode: 200,
body: JSON.stringify('SUCCESS'),
};
}
});
return response;
};

このコードは単にイベントをログに記録するので、このチュートリアルの最後に、この Lambda 関数
に関連付けられている CloudWatch Logsのログ ストリーミングにイベントが表示されます。
9.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

ステップ 3: EventBridge ルールを作成する
Lambda 関数を実行する EventBridge ルールの作成
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コンソールを使用してルールを作成するには
1.

[EventBridge コンソール] を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

4.

[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。

5.

6.

7.

a.

[Name] (名前) に「LogAutoScalingEvent-rule」と入力します。

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスがイベントを生成すると、イベントは常にアカウントのデフォルトイベントバスに送
られます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

[Event pattern] (イベントパターン) の場合は、次のいずれかを実行します。
i.

[イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。

ii.

[AWS のサービス] には、[Auto Scaling] を選択します。

iii.

[イベントタイプ] で、[インスタンスの起動と終了] を選択します。

iv.

デフォルトで、ルールはすべてのスケールインイベントまたはスケールアウトイベントに一
致します。スケールアウトイベントが発生し、ライフサイクルフックに基づいてインスタン
スが待機状態になったときに通知するルールを作成するには、[Specific instance event(s)] (特
定のインスタンスイベント) を選択してから、[EC2 Instance-launch Lifecycle Action] (EC2 イ
ンスタンス起動ライフサイクルアクション) を選択します。

v.

デフォルトでは、このルールはリージョン内のすべての Auto Scaling グループと一致しま
す。ルールを特定の Auto Scaling グループに一致させるには、[Specific group name (特定の
グループ名)] を選択して 1 つ以上の Auto Scaling グループを選択します。

vi.

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。

b.

[Select a target] (ターゲットを選択) では、[Lambda function] (Lambda 関数) を選択します。

c.

[Function] (機能) には、[LogAutoScalingEvent] を選択します。

d.

[次へ] を 2 回選択します。

[Review and create] (確認して作成) ページで、[Create] (作成) をクリックします。

ステップ 4: ライフサイクルフックを追加する
このセクションでは、Lambda が起動時にインスタンスで関数を実行できるように、ライフサイクルフッ
クを追加します。

ライフサイクルフックを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling グループ] ページの下のパートに分割ペインが開き、グループに関する情報が表示され
ます。
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3.

下部のペインで、[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイク
ルフック)] で、[Create lifecycle hook (ライフサイクルフックを作成)] を選択します。

4.

ライフサイクルフックを定義するには、以下を実行します。

5.

a.

[ライフサイクルフック名] で、LogAutoScalingEvent-hookを入力します。

b.

[Lifecycle transition (ライフサイクルの移行)] で、[Instance launch (インスタンスの起動)] を選択
します。

c.

[ハートビートのタイムアウト] で、Lambda 関数からのコールバックを待機する秒数として300を
入力します。

d.

[デフォルトの結果] で、[中止] を選択します。つまり、Lambda 関数からコールバックを受け取ら
ずにフックがタイムアウトすると、Auto Scaling グループは新しいインスタンスを終了します。

e.

（オプション）[通知メタデータ] を空にします。EventBridge に渡すイベントデータに
は、Lambda 関数を呼び出すために必要な情報がすべて含まれています。

[Create] を選択します。

ステップ 5: イベントをテストし、検証する
イベントをテストするには、Auto Scaling グループで希望するキャパシティーを 1 増やして Auto Scaling
グループを更新します。Lambda 関数は、希望するキャパシティーを増やしてから数秒以内に呼び出され
ます。

Auto Scaling グループのサイズを増やすには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択すると、下部のペインに詳細が表示され、
上部のペインの一番上の行が表示されます。

3.

下部のペインの [詳細] タブで、[グループの詳細] 、[編集] を順に選択します。

4.

[Desired capacity (希望するキャパシティー)] の場合は、現在の値を 1 ずつ増やします。

5.

[Update] (更新) を選択します。インスタンスの起動中は、上部ペインの [Status (ステータス)] 列に
[Updating capacity (キャパシティーの更新)] というステータスが表示されます。

希望するキャパシティーに増やしたら、Lambda 関数が呼び出されたことを確認できます。

Lambda 関数からの出力を表示するには
1.

Amazon CloudWatch コンソールの [[Log groups (ロググループ)] ページ] を開きます。

2.

Lambda 関数 (/aws/lambda/LogAutoScalingEvent) のロググループの名前を選択します。

3.

ライフサイクルアクションの関数によって提供されるデータを表示するログのストリーミング名を選
択します。

次に、スケーリング アクティビティの説明から、インスタンスが正常に起動したことを確認できます。

スケーリングを表示するには
1.

[Auto Scaling グループ] ページに戻り、グループを選択します。

2.

[アクティビティ] タブの [アクティビティ履歴] では、[ステータス] 列に、Auto Scaling グループがイ
ンスタンスを正常に起動したかどうかが表示されます。
• アクションが成功した場合、スケーリング アクティビティのステータスは「成功」になります。
• 失敗した場合、数分待ってから、ステータスが「キャンセル済み」のスケーリング アクティビティ
が表示され、「インスタンスはユーザーのライフサイクルアクションを完了できませんでした:トー
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クンE85EB647-4FE0-4909-B341-A6C42の例は中止されました:ライフサイクルアクションは中止さ
れた結果で完了しました」というステータスメッセージが表示されます。
Auto Scaling グループのサイズを縮小するには
このテスト用に起動した追加のインスタンスが必要なくなった場合は、[詳細] タブを開き、[Desired
capacity (希望するキャパシティー)] を 1 減らすことができます。

ステップ 6：次のステップ
このチュートリアルを完了したので、終了時のライフサイクルフックを作成してみましょう。Auto
Scaling グループに含まれるインスタンスが終了すると、イベントは EventBridge に送信されます。イン
スタンスの終了時に出力されるイベントについては、EC2 インスタンス終了のライフサイクルアクショ
ン (p. 319)を参照してください。

ステップ 7: クリーンアップ
このチュートリアル専用に作成したリソースで作業が完了したら、次の手順に従ってリソースを削除しま
す。

ライフサイクルフックを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイクルフック)] で、
[lifecycle hook (ライフサイクルフック)] を選択します。(LogAutoScalingEvent-hook)

4.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

5.

確認のために、もう一度 [削除] を選択します。

Amazon EventBridge ルールを削除するには
1.

Amazon Eventbridge コンソールで [Rules] (ルール) ページを開きます。

2.

[Event bus (イベントバス)] で、ルール (Default) に関連付けられているイベントバスを選択しま
す。

3.

LogAutoScalingEvent-rule ルールの横にあるチェックボックスをオンにします。

4.

[削除] を選択します。

5.

確認を求められたら、ルールの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

サンプル関数の使用が終了したら、削除します。関数のログを保存するためのロググループや、作成した
実行ロールや許可ポリシーも削除できます。

Lambda 関数を削除するには
1.

Lambda コンソールで [Functions (関数)] ページを開きます。

2.

関数 (LogAutoScalingEvent) を選択します。

3.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求められたら、delete を入力して指定した関数の削除を確認し、[Delete] (削除) を選択しま
す。

ロググループを削除するには
1.

Amazon CloudWatch コンソールの [Log groups (ロググループ)] ページを開きます。
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2.

関数のロググループ (/aws/lambda/LogAutoScalingEvent) を選択します。

3.

[アクション]、[ロググループの削除] の順にクリックします。

4.

ロググループの削除ダイアログボックスで、[削除] をクリックします。

実行ロールを削除するには
1.

IAM コンソールの [Roles (ロール)] ページを開きます。

2.

関数のロール (LogAutoScalingEvent-role) を選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

確認を求められたら、ロールの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

IAM ポリシーを削除するには
1.

IAM コンソールの [Policies (ポリシー)] ページを開きます。

2.

作成したポリシーを選択します。(LogAutoScalingEvent-policy)

3.

[Actions] (アクション) で、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求められたら、ポリシーの名前を入力し、[Delete] (削除) を選択します。

Amazon EC2 Auto Scaling のウォームプール
ウォームプールを使用すると、インスタンスが大量のデータをディスクに書き込む必要があるなど、起動
時間が非常に長いアプリケーションのレイテンシーを低減できます。ウォームプールの使用によって、ア
プリケーションのパフォーマンスを向上させるために、レイテンシーを管理するために Auto Scaling グ
ループを過剰にプロビジョニングする必要がなくなりました。詳細については、ブログ記事 Scaling your
applications faster with EC2 Auto Scaling Warm Pools (EC2 Auto Scaling ウォームプールを使用してアプ
リケーションをより高速にスケーリングする) をご覧ください。

Important
必要のないときにウォームプールを作成すると、不要なコストが発生する可能性があります。
最初の起動時にアプリケーションに顕著なレイテンシーの問題が発生しない場合は、おそらく
ウォームプールを使用する必要はありません。
目次
• 主要概念 (p. 227)
• 前提条件 (p. 229)
• ウォームプールを作成する (p. 230)
• ウォームプールを更新する (p. 230)
• ウォームプールを削除する (p. 231)
• 制約事項 (p. 231)
• ウォームプールでライフサイクルフックを使用する (p. 231)
• ヘルスチェックのステータスとヘルスチェックの失敗理由を表示する (p. 234)
• AWS CLI でウォームプールを作成および管理する例 (p. 236)

主要概念
開始する前に、以下の主要概念を理解してください。
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ウォームプール
ウォームプールは、Auto Scaling グループに接続された初期化済みの EC2 インスタンスのプールで
す。アプリケーションがスケールアウトする必要があるときはいつでも、Auto Scaling グループは
ウォームプールに描画して、新しい希望する容量を満たすことができます。これにより、インスタン
スがアプリケーショントラフィックを迅速化し、スケールアウトイベントへの応答を高速化できるよ
うになります。インスタンスは、ウォームプールから離れたときに、グループの希望する容量にカウ
ントされます。これは、ウォームスタートとして知られています。
インスタンスがウォームプールにある間、スケーリングポリシーは、InService 状態のインスタン
スのメトリクス値がスケーリングポリシーのアラーム上限しきい値 (ターゲット追跡スケーリングポリ
シーのターゲット使用率と同じ値) を超える場合のみスケールアウトします。
ウォームプールのサイズ
デフォルトでは、ウォームプールのサイズは、Auto Scaling グループの最大容量と希望する容量の数
値の差として計算されます。たとえば、Auto Scaling グループの希望する容量が 6 で、最大容量が 10
の場合、ウォームプールを最初にセットアップし、プールが初期化されるときに、ウォームプールの
サイズは 4 になります。
ウォームプールの最大容量を個別に指定するには、グループの現在の容量よりも大きい最大準備容量
の値を設定します。最大準備容量の値を設定すると、ウォームプールのサイズが、グループの最大準
備容量と現在の希望容量の差として計算されます。例えば、Auto Scaling グループの希望する容量が
6、最大容量が 10、最大準備容量が 8 の場合、最初にウォームプールをセットアップして、プールが
初期化されるときのウォームプールのサイズは 2 になります。
最大準備容量オプションは、大規模な Auto Scaling グループでの作業時にウォームプールを使用する
コスト面でのメリットを管理するための使用以外は必要ないかもしれません。例えば、インスタンス
1,000 個、最大容量 1,500 個 (トラフィックの急増時に追加の容量を提供するため)、およびインスタ
ンス 100 個のウォームプールがある Auto Scaling グループは、ウォームプール内に将来使用するイン
スタンスを 500 個予約しておくよりも、目標の達成に役立つ場合があります。
ウォームプールサイズの最小サイズ
最小サイズ設定を使用して、ウォームプール内で維持するインスタンスの最小数を静的に設定するこ
とを検討してください。デフォルトでは最小サイズは設定されていません。
ウォームプールインスタンスの状態
ウォームプール内のインスタンスは、次の 3 つの状態のいずれかで保持できます:
Stopped、Running、Hibernated。インスタンスをStopped状態で保持することは、コストを最小
限に抑えるための効果的な方法です。停止したインスタンスでは、使用したボリュームとインスタン
スにアタッチされた Elastic IP アドレスの分だけ料金が発生します。
または、インスタンスを Hibernated 状態に保持して、メモリコンテンツ (RAM) を削除せずにイン
スタンスを停止することができます。インスタンスが休止状態になると、RAM コンテンツを Amazon
EBS ルートボリュームに保存するようオペレーティングシステムに通知されます。インスタンスを再
起動すると、ルートボリュームは以前の状態に復元され、RAM コンテンツがリロードされます。イン
スタンスが休止状態になっている間は、RAM コンテンツのストレージ、インスタンスにアタッチされ
た Elastic IP アドレスなどの EBS ボリュームに対してのみ料金が発生します。
ウォームプール内のインスタンスを Running 状態にしておくことも可能ですが、不必要な料金の発
生避けるためにも、そうしておかないことを強くお勧めします。インスタンスを停止または休止状態
にしておくと、インスタンス自体のコストが削減されます。インスタンスの料金は、インスタンスが
実行されている場合にのみ発生します。
ライフサイクルフック
ライフサイクルフック (p. 202)は、インスタンスに対してカスタムアクションを実行できるように、
インスタンスを待機状態にします。カスタムアクションは、インスタンスの起動時または終了前に実
行されます。
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ウォームプール設定では、インスタンスの初期化が完了するまで、ライフサイクルフックによってス
ケールアウトイベント中のインスタンスの停止、休止、サービス開始を遅延することもできます。ラ
イフサイクルフックなしで Auto Scaling グループにウォームプールを追加すると、初期化の完了まで
に長い時間がかかるインスタンスは停止または休止状態になり、準備が整う前にスケールアウトイベ
ントが開始する可能性があります。
インスタンスの再利用ポリシー
デフォルトでは、Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループがスケールインするとインス
タンスを終了します。次に、新しいインスタンスをウォームプールで起動し、終了したインスタンス
を置換します。
置換する代わりに、インスタンスをウォームプールに戻す場合は、インスタンスの再利用ポリシー
を指定します。これにより、アプリケーショントラフィックを処理するように設定されたインス
タンスを再利用できます。ウォームプールが過剰プロビジョニングされないように、Amazon EC2
Auto Scaling はウォームプール内のインスタンスを終了し、その設定に基づいて、必要以上に大きく
なったときにそのサイズを減らすことができます。ウォームプール内のインスタンスを終了する際
に、Amazon EC2 Auto Scaling はデフォルトの終了ポリシー (p. 241)を使用して、最初に終了するイ
ンスタンスを選択します。

Important
スケールイン時にインスタンスを休止し、Auto Scaling グループに既存のインスタンスがあ
る場合は、インスタンスの休止要件を満たしている必要があります。要件を満たしていない
場合、インスタンスがウォームプールに戻ると、休止状態ではなく停止状態にフォールバッ
クします。

Note
現在、インスタンスの再利用ポリシーを指定できるのは、AWS CLI または SDK のみです。
この機能はコンソールからは利用できません。

前提条件
ライフサイクルフックを使用してインスタンスを使用できるように準備する方法を決定します。インスタ
ンスでカスタムアクションを実行するには、2 つの方法があります。
• 起動時にインスタンスでコマンドを実行する単純なシナリオでは、Auto Scaling グループの起動テンプ
レートまたは起動設定の作成時にユーザーデータスクリプトを含めることができます。ユーザーデー
タスクリプトは、インスタンスの起動時に cloud-init により実行される通常のシェルスクリプトまたは
cloud-init ディレクティブです。このスクリプトは、実行されるインスタンスの ID を使用して、インス
タンスが次の状態に移行するタイミングを制御することもできます。まだそうしていない場合は、イン
スタンスメタデータからインスタンスのインスタンス ID を取得するためのスクリプトを更新します。詳
細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータを
取得する」を参照してください。

Tip
インスタンスの再起動時にユーザーデータスクリプトを実行するには、ユーザーデータを
MIME マルチパート形式で指定し、ユーザーデータの #cloud-config セクションで以下を指
定します。
#cloud-config
cloud_final_modules:
- [scripts-user, always]

• ウォームプールに出入りするインスタンスとして何かを実行する、AWS Lambda のようなサービスを
必要とするアドバンストシナリオでは、Auto Scaling グループのライフサイクルフックを作成し、ター
ゲットサービスを設定して、ライフサイクル通知に基づいてカスタムアクションを実行することができ
ます。詳細については、「サポートされている通知ターゲット (p. 233)」を参照してください。
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詳細については、GitHub レポジトリのライフサイクルフックの例を参照してください。
インスタンス休止のための準備
Hibernated のプール状態を使用して Auto Scaling インスタンスを準備するには、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイドの休止の前提条件のトピックの説明に従って、インスタンスの休止状態
をサポートするよう正しく設定された新しい起動テンプレートまたは起動設定を作成します。次に、新し
い起動テンプレートまたは起動設定を Auto Scaling グループに関連付けてインスタンスの更新を開始し、
以前の起動テンプレートまたは起動設定に関連付けられているインスタンスを置換します。詳細について
は、「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を参照してくだ
さい。

ウォームプールを作成する
次の手順に従って、コンソールを使用してウォームプールを作成します。
作業開始前に、Auto Scaling グループのライフサイクルフックが作成されていることを確認します。

ウォームプールを作成するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。

3.

Auto Scaling グループページの下部に分割ペインが開きます。
[インスタンス管理] タブを選択します。

4.
5.

[ウォームプール] で、ウォームプールの作成を選択します。
ウォームプールを設定するには、次の手順を実行します。
a.

ウォームプールインスタンスの状態で、インスタンスがウォームプールに入ったときに、どの状
態に移行するかを選択します。デフォルト: Stopped。

b.
c.

最小ウォームプールサイズに、ウォームプールに維持するインスタンスの最小数を入力します。
[Max prepared capacity] (準備済みの最大容量) には、一定数のインスタンスを定義することで準
備済みの最大容量を指定するか、デフォルトのオプションを維持して、準備済みの最大容量を未
定義のままにすることができます。
デフォルトの [Equal to the Auto Scaling group's maximum capacity] (Auto Scaling グループの最
大容量と同等) を維持すると、ウォームプールのサイズは、Auto Scaling グループの最大容量と希
望容量の差に一致するように変更されます。グループの最大容量を調整することによってウォー
ムプールのサイズを簡単に管理できるようにするため、デフォルトオプションを使用することを
お勧めします。

6.

[Define a set number of instances] (インスタンスのセット数の定義) オプションを選択する場合
は、ウォームプールと Auto Scaling グループに同時に含めることができるインスタンスの最大数
を表す値を入力します。
[Create] を選択します。

ウォームプールを更新する
ウォームプールの起動テンプレートまたは起動設定を変更するには、新しい起動テンプレートまたは起動
設定に Auto Scaling グループを関連付けます。新しいインスタンスは、起動テンプレートまたは起動設定
で指定された新しい AMI およびその他の更新を使用して起動されますが、既存のインスタンスは影響を受
けません。
新しい起動テンプレートまたは起動設定を使用する代替ウォームプールインスタンスを強制的に起動す
ると、ウォームプール内の既存のインスタンスを終了させることができます。Amazon EC2 Auto Scaling
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は、直ちに新しいインスタンスの起動を開始し、終了したインスタンスを置き換えます。または、イン
スタンスの更新を開始して、グループのローリング更新を実行することもできます。インスタンスの更新
は、最初にInServiceインスタンスを置き換えます。その後、ウォームプール内のインスタンスが置き
換えられます。詳細については、「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換え
る (p. 102)」を参照してください。

ウォームプールを削除する
ウォームプールが不要になった場合は、次の手順にしたがって削除します。

ウォームプールを削除するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
Auto Scaling グループページの下部に分割ペインが開きます。

3.

[インスタンス管理] タブを選択します。

4.

[Warm pool] (ウォームプール) で、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。

制約事項
• 混合インスタンスポリシーを持つ Auto Scaling グループまたはスポットインスタンスを起動する Auto
Scaling グループにはウォームプールを追加できません。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、ルートデバイスとして Amazon EBS ボリュームを持つ場合にのみ、イン
スタンスを Stopped または Hibernated 状態にすることができます。ルートデバイスにインスタンス
ストアを使用するインスタンスは停止または休止できません。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの休止の前提条件の
トピックに一覧表示されているすべての要件を満たしている場合にのみ、インスタンスを Hibernated
状態にすることができます。
• スケールアウトイベントがあるときにウォームプールが枯渇した場合、インスタンスは Auto Scaling グ
ループ内に直接起動されます (コールドスタート)。また、アベイラビリティーゾーンが容量不足の場合
にコールドスタートが発生する可能性があります。
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) マネージドノードグループでウォームプールを使用
しようとすると、まだ初期化中のインスタンスが Amazon EKS クラスターに登録される可能性がありま
す。その結果、このクラスターは、インスタンスが停止または休止の準備を行っているときにインスタ
ンスでジョブをスケジュールする場合があります。
• 同様に、Amazon ECS クラスターでウォームプールを使用しようとすると、初期化が完了する前にイン
スタンスがクラスターに登録される可能性があります。この問題を解決するには、ユーザーデータに特
別なエージェント設定変数が含まれる起動テンプレートまたは起動設定を設定する必要があります。詳
細については、「Amazon Elastic Container Service デベロッパーガイド」の「Auto Scaling グループで
ウォームプールを使用する」を参照してください。
• ウォームプール用の休止状態サポートは、Amazon EC2 Auto Scaling を利用できるほとんどの商用 AWS
リージョン で使用可能です。中東 (アラブ首長国連邦)、中国 (北京)、中国 (寧夏)、AWS GovCloud (米
国東部および米国西部) リージョンは対象外です。

ウォームプールでライフサイクルフックを使用する
ウォームプールのインスタンスは、移行ごとに適切なカスタムアクションを作成できるように、独自の独
立したライフサイクルを維持します。このライフサイクルは、インスタンスがまだ初期化中、およびサー
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ビスを開始する前に、ターゲットサービス (Lambda 関数など) でアクションを呼び出すように設計されて
います。

Note
ライフサイクルフックと完全なライフサイクルアクションの追加と管理に使用する API オペレー
ションは変更されません。インスタンスのライフサイクルのみが変更されます。
ライフサイクルフック追加の詳細については、ライフサイクルフックを追加する (p. 212) を参照し
てください。ライフサイクルアクション完了の詳細については、ライフサイクルアクションを完了す
る (p. 214) を参照してください。
ウォームプールに入るインスタンスは、次のいずれかの理由でライフサイクルフックが必要になる場合が
あります。
• 初期化の完了に時間がかかる AMI から EC2 インスタンスを起動する。
• ユーザーデータスクリプトを実行して EC2 インスタンスをブートストラップする。
ウォームプールを離れるインスタンスは、次のいずれかの理由でライフサイクルフックが必要になる場合
があります。
• EC2 インスタンスの使用準備に、時間を追加することができます。例えば、インスタンスの再起動時
に、アプリケーションが正常に動作する前に、開始する必要があるサービスがあるとします。
• キャッシュデータを事前入力して、新しいサーバーが空のキャッシュで起動しないようにすることがで
きます。
• 新しいインスタンスをマネージドインスタンスとして設定管理サービスに登録する場合。

ウォームプール内のインスタンスのライフサイクル状態の移行
オートスケーリングインスタンスは、ライフサイクルの一環として多くの状態に移行します。
次の図表は、ウォームプール使用時のオートスケーリング状態間の移行を示しています。
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¹ この状態は、ウォームプールのプール状態設定によって異なります。プール状態が Running に設定され
ている場合、この状態は代わりに Warmed:Running になります。プール状態が Hibernated に設定され
ている場合、この状態は代わりに Warmed:Hibernated になります。
ライフサイクルフックを追加するときは、次の点を考慮してください。
• ライフサイクルフックが autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING ライフサイクルアクションに対
して設定されている場合、新しく起動したインスタンスは、Warmed:Pending:Wait 状態に達したと
きに一時停止してカスタムアクションを実行します。その後、インスタンスが再開して Pending:Wait
状態になったときに再度一時停止してカスタムアクションを実行します。
• ライフサイクルフックが EC2_INSTANCE_TERMINATING ライフサイクルアクションに対して設定され
ている場合、終了するインスタンスは、Terminating:Wait 状態に達したときに一時停止してカスタ
ムアクションを実行します。ただし、スケールインでインスタンスをウォームプールに戻すインスタン
スの再使用ポリシーを指定した場合、ウォームプールに戻るインスタンスは Warmed:Pending:Wait
状態で一時停止して EC2_INSTANCE_TERMINATING ライフサイクルアクションにカスタムアクション
を実行します。
• アプリケーションの要求によってウォームプールが枯渇した場合、Amazon EC2 Auto Scaling はグルー
プが最大容量に到達していない限り、 Auto Scaling グループでインスタンスを直接起動できます。イン
スタンスがグループ内で直接起動する場合、インスタンスは Pending:Wait 状態でのみ一時停止して
カスタムアクションを実行します。
• 次の状態に遷移するまでにインスタンスが待機状態を維持する時間を制御するには、complete-lifecycleaction コマンドを使用するようカスタムアクションを設定します。ライフサイクルフックを使用する
と、インスタンスは、指定されたライフサイクルアクションが完了したことをユーザーが Amazon EC2
Auto Scaling に通知するか、タイムアウト期間が終了するまで (デフォルトでは 1 時間) 待機状態のまま
になります。
スケールアウトイベントのフローの概要を次に示します。

インスタンスが待機状態になると、Amazon EC2 Auto Scaling は通知を送信します。これらの通知の例に
ついては、このガイドの EventBridge セクションを参照してください。詳しくは、「ウォームプールイベ
ントのタイプとパターン (p. 323)」を参照してください。

サポートされている通知ターゲット
Amazon EC2 Auto Scaling は、ライフサイクル通知の通知ターゲットとして、次のいずれかを定義するた
めのサポートを提供します。
• EventBridge ルール
• Amazon SNS トピック
• Amazon SQS キュー

Important
起動時にインスタンスを設定するユーザーデータ (cloud-init) スクリプトが起動テンプレートまた
は起動設定にある場合、起動または再起動されるインスタンスでカスタムアクションを実行する
ための通知を受け取る必要はありません。
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次のセクションでは、通知ターゲットの設定方法について説明しているドキュメントへのリンクを示しま
す。
EventBridge ルール: Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを待機状態にする際にコードを実行する
には、EventBridge ルールを作成し、ターゲットとして Lambda 関数を指定します。異なるライフサイク
ル通知に基づいて異なる Lambda 関数を呼び出すには、複数のルールを作成し、各ルールを特定のイベ
ントパターンおよび Lambda 関数に関連付けます。詳細については、「ウォームプールイベント向けの
EventBridge ルールを作成する (p. 329)」を参照してください。
Amazon SNS トピック: インスタンスが待機状態になったときに通知を受け取るには、Amazon SNS
トピックを作成し、メッセージ属性に基づいてライフサイクル通知を異なる方法で配信するよう
に、Amazon SNS メッセージフィルタリングを設定します。詳細については、「Amazon SNS を使用した
通知の受信 (p. 209)」を参照してください。
Amazon SQS キュー: 関連するコンシューマーがライフサイクル通知を受け取って処理できる配信ポイ
ントを設定するには、Amazon SQS キュー、および SQS キューからのメッセージを処理するキューコ
ンシューマーを作成します。キューコンシューマーに、メッセージ属性に基づいてライフサイクル通知
を別々に処理させる場合は、特定の属性が目的の値と一致する際にメッセージを解析、処理するように
キューコンシューマーを設定する必要があります。詳細については、「Amazon SQS を使用した通知の受
信 (p. 209)」を参照してください。

ヘルスチェックのステータスとヘルスチェックの失敗
理由を表示する
ヘルスチェックにより、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスが異常であり、終了する必要
があるタイミングを判断できます。ウォームプールインスタンスがStopped状態の場合、Amazon
EBS がStoppedインスタンスの可用性を確認して、異常なインスタンスを特定します。これ
は、DescribeVolumeStatusAPI を使用して、インスタンスにアタッチされている EBS ボリュームのス
テータスを判別できます。ウォームプールインスタンスのRunning状態では、EC2 ステータスチェックに
依存して、インスタンスの健全性を判断します。ウォームプールインスタンスのヘルスチェック猶予期間
はありませんが、Amazon EC2 Auto Scaling はライフサイクルフックが終了するまで、インスタンスのヘ
ルスチェックを開始しません。
インスタンスが異常であることが判明した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は自動的に異常インスタンス
を削除し、新しいインスタンスを作成して置き換えます。インスタンスは、通常、ヘルスチェックに失敗
してから数分以内に終了します。詳細については、「異常なインスタンスの置き換え (p. 265)」を参照し
てください。
カスタムヘルスチェックもサポートされています。これは、インスタンスの状態を検出し、この情報を
Amazon EC2 Auto Scaling に送信できる独自のヘルスチェックシステムがある場合に役立ちます。詳細に
ついては、「カスタムヘルス検出タスク (p. 264)」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールで、ウォームプールインスタンスのステータス（正常または異常）
を、ウォームプールインスタンスのステータスを表示できます。また、ヘルスのステータスを表示するに
は、AWS CLIまたは SDK のいずれかを使用することもできます。

ウォームプールインスタンスのステータスを表示するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブにある、[Warm pool instances (ウォームプールイン
スタンス)] の [Lifecycle (ライフサイクル)] 列にインスタンスの状態が表示されます。
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-ヘルスステータス列には、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの健全性に対して行った評価が
表示されます。

Note
新しいインスタンスは正常に起動します。ライフサイクルフックが終了するまで、インスタ
ンスの健全性はチェックされません。

ヘルスチェックの失敗の理由を表示するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Activity (アクティビティ)] タブの [Activity history (アクティビティ履歴)] の下の [Status (ステータス)]
列に、Auto Scaling グループがインスタンスを正常に起動したか、終了したかが表示されます。
正常でないインスタンスを終了した場合、原因列には、終了の日時、およびヘルスチェックが失敗し
た理由が表示されます。たとえば、「2021-04-01T 21:48:35 Z で、EBS ボリュームのヘルスチェック
の失敗に応じて、インスタンスがサービス停止されました」と表示されます。

ウォームプールインスタンスのステータスを表示するには (AWS CLI)
Auto Scaling グループのウォームプールを表示するには、以下を使用します。describe-warm-poolコマン
ドを実行します。
aws autoscaling describe-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg

出力例。
{

"WarmPoolConfiguration": {
"MinSize": 0,
"PoolState": "Stopped"
},
"Instances": [
{
"InstanceId": "i-0b5e5e7521cfaa46c",
"InstanceType": "t2.micro",
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LifecycleState": "Warmed:Stopped",
"HealthStatus": "Healthy",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-08c4cd42f320d5dcd",
"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
"Version": "1"
}
},
{
"InstanceId": "i-0e21af9dcfb7aa6bf",
"InstanceType": "t2.micro",
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LifecycleState": "Warmed:Stopped",
"HealthStatus": "Healthy",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateId": "lt-08c4cd42f320d5dcd",
"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
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]

}

}

}

"Version": "1"

ヘルスチェックの失敗理由を表示するには (AWS CLI)
以下の describe-scaling-activities コマンドを実行します。
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。Descriptionは、Auto Scaling グループがインスタンスを終了したことを
示し、Causeは、ヘルスチェックが失敗した理由を示します。
スケーリングアクティビティは、開始時刻順に並べられます。まだ進行中のアクティビティを最初に説明
します。
{

"Activities": [
{
"ActivityId": "4c65e23d-a35a-4e7d-b6e4-2eaa8753dc12",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Description": "Terminating EC2 instance: i-04925c838b6438f14",
"Cause": "At 2021-04-01T21:48:35Z an instance was taken out of service in response to
EBS volume health check failure.",
"StartTime": "2021-04-01T21:48:35.859Z",
"EndTime": "2021-04-01T21:49:18Z",
"StatusCode": "Successful",
"Progress": 100,
"Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"us-west-2a
\"...}",
"AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
},
...
]
}

AWS CLI でウォームプールを作成および管理する例
AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、SDK を使用してウォームプール
を作成、管理できます。
次の例では、AWS CLI を使用してウォームプールを作成、管理する方法を示します。
目次
• 例 1: インスタンスを Stopped 状態に保つ (p. 237)
• 例 2: インスタンスを Running 状態に保つ (p. 237)
• 例 3: インスタンスを Hibernated 状態に保つ (p. 237)
• 例 4: スケールイン時にインスタンスをウォームプールに戻す (p. 237)
• 例 5: ウォームプール内のインスタンスの最小数を指定する (p. 237)
• 例 6: ウォームプールの最大容量を個別に定義する (p. 237)
• 例 7: 絶対的なウォームプールサイズを定義する (p. 238)
• 例 8: ウォームプールを削除する (p. 238)
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例 1: インスタンスを Stopped 状態に保つ
以下の put-warm-pool の例では、インスタンスを Stopped 状態に保持するウォームプールを作成しま
す。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped

例 2: インスタンスを Running 状態に保つ
以下の put-warm-pool の例では、インスタンスを Stopped 状態の代わりに Running 状態に保持する
ウォームプールを作成します。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Running

例 3: インスタンスを Hibernated 状態に保つ
以下の put-warm-pool の例では、インスタンスを Stopped 状態の代わりに Hibernated 状態に保持する
ウォームプールを作成します。これにより、メモリコンテンツ (RAM) を削除せずにインスタンスを停止で
きます。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Hibernated

例 4: スケールイン時にインスタンスをウォームプールに戻す
以下の put-warm-pool の例では、インスタンスを Stopped 状態に保持し、--instance-reusepolicy オプションを含むウォームプールを作成します。インスタンスの再利用ポリシー値
'{"ReuseOnScaleIn": true}' は Amazon EC2 Auto Scaling に対し、Auto Scaling グループがスケー
ルインしたときにインスタンスをウォームプールに戻すよう指示します。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped --instance-reuse-policy '{"ReuseOnScaleIn": true}'

例 5: ウォームプール内のインスタンスの最小数を指定する
以下の put-warm-pool の例では、4 つ以上のインスタンスを保持できるウォームプールを作成し、トラ
フィックスパイクの処理に使用可能なインスタンスを 4 つ以上保持します。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped --min-size 4

例 6: ウォームプールの最大容量を個別に定義する
ユーザーは通常、最大容量を希望容量と比較してどれだけ大きくするかを理解しています。Amazon EC2
Auto Scaling はグループの希望容量と最大容量に基づいてサイズが動的に変更されるウォームプールを
作成するため、追加の最大サイズを定義する必要は通常ありませんが、必要な場合は、--max-groupprepared-capacity オプションを使用してウォームプールの最大容量を個別に定義することができま
す。
以下の put-warm-pool 例は、最大容量を個別に定義するウォームプールを作成します。Auto Scaling グ
ループの希望する容量が 800 であるとします。このコマンドを実行してプールが初期化されると、ウォー
ムプールのサイズは 100 になります。
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aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped --max-group-prepared-capacity 900

ウォームプール内のインスタンスの最小数を維持するには、次のように、コマンドを使用して--minsizeオプションを、含めます。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped --max-group-prepared-capacity 900 --min-size 25

例 7: 絶対的なウォームプールサイズを定義する
--max-group-prepared-capacity および --min-size オプションを同じ値に設定すると、ウォーム
プールは絶対サイズになります。以下の put-warm-pool の例では、10 個のインスタンスのウォームプール
サイズを一定に維持するウォームプールを作成します。
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /
--pool-state Stopped --min-size 10 --max-group-prepared-capacity 10

例 8: ウォームプールを削除する
以下の delete-warm-pool コマンドを使用して、ウォームプールを削除します。
aws autoscaling delete-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg

ウォームプールにインスタンスがある場合、またはスケーリングアクティビティが進行中の場合
は、delete-warm-poolコマンドを--force-deleteオプションで使用します。このオプションによ
り、Amazon EC2 インスタンスおよび未処理のライフサイクルアクションも終了します。
aws autoscaling delete-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg --force-delete

スケールイン中に終了する Auto Scaling インスタ
ンスを制御する
Amazon EC2 Auto Scaling は、終了ポリシーを使用して、スケールインイベント中に最初に終了するイ
ンスタンスを決定します。終了ポリシーは、終了するインスタンスを選択するときに Amazon EC2 Auto
Scaling で使用される終了基準を定義します。
Auto Scaling グループはデフォルトの終了ポリシーを使用しますが、オプションとして、独自の終了条件
に合わせて独自の終了ポリシーを選択または作成することも可能です。これにより、特定のアプリケー
ションのニーズに基づいてインスタンスを確実に終了させることができます。
Amazon EC2 Auto Scaling により、インスタンスのスケールイン保護も提供されます。この機能を有効に
すると、スケールインイベント中にインスタンスが終了するのを防ぎます。インスタンスのスケールイン
保護は、Auto Scaling グループを作成する際に有効にできます。また、実行中のインスタンスの設定を変
更することもできます。既存の Auto Scaling グループでインスタンスのスケールイン保護を有効にする
と、それ以降に起動したすべての新しいインスタンスでは、インスタンスのスケールイン保護が有効にな
ります。

Note
インスタンスのスケールイン保護は、たとえば、Amazon EC2 コンソールまたは AWS CLI を使
用したインスタンスを手動で終了する場合など、人為的なエラーが発生してもインスタンスが終
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了しないことを保証するものではありません。インスタンスが誤って終了されないように保護す
るために、Amazon EC2 終了保護を使用します。ただし、終了保護とインスタンスのスケールイ
ン保護が有効になっている場合でも、ヘルスチェックでインスタンスが異常であると判断された
場合、またはグループ自体が誤って削除された場合、インスタンスストレージに保存されたデー
タが失われる可能性があります。あらゆる環境と同様に、ベスト・プラクティスは、データの
バックアップを頻繁に行うこと、またはビジネス継続性要件に適している場合にいつでもバック
アップすることです。
目次
• 終了ポリシーの使用のシナリオ (p. 239)
• Amazon EC2 Auto Scaling 終了ポリシーを使用する (p. 241)
• Lambda を使用したカスタム終了ポリシーを作成する (p. 244)
• インスタンスのスケールイン保護を使用する (p. 248)

終了ポリシーの使用のシナリオ
以下のセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling が終了ポリシーを使用するシナリオについて説明しま
す。
目次
• スケールインイベント (p. 239)
• インスタンスの更新 (p. 240)
• アベイラビリティーゾーンの再調整 (p. 240)

スケールインイベント
スケールインイベントは、グループの現在のキャパシティーよりも低い Auto Scaling グループ の希望する
キャパシティーの新しい値がある場合にも発生します。
スケールインイベントは、次のシナリオで発生します。
• 動的スケーリングポリシーを使用し、メトリクス値の変更の結果としてグループのサイズが小さくなる
場合
• スケジュールされたスケーリングを使用し、スケジュールされたアクションの結果としてグループのサ
イズが小さくなる場合
• 手動でグループのサイズを縮小します。
次に、スケールインイベントがある場合に終了ポリシーを使用する方法の例を示します。
1. この例の Auto Scaling グループには、1 つのインスタンスタイプ、2 つのアベイラビリティーゾーン、2
つのインスタンスの希望するキャパシティーがあるとします。また、リソース使用率の増減時にインス
タンスを追加および削除する、動的スケーリングポリシーもあります。このグループの 2 つのインスタ
ンスは、次の図に示すように 2 つのアベイラビリティーゾーンに分散されます。
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2. Auto Scaling グループがスケールアウトすると、Amazon EC2 Auto Scaling が新しいインスタンスを起
動します。Auto Scaling グループには、次の図に示すように、2 つのアベイラビリティーゾーンに分散
された 3 つのインスタンスがあります。

3. Auto Scaling グループがスケールインすると、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスのいずれかを
終了します。
4. グループに特定の終了ポリシーが割り当てられていない場合、Amazon EC2 Auto Scaling はデフォルト
の終了ポリシーを使用します。2 つのインスタンスを含むアベイラビリティーゾーンを選択し、最も古
い起動テンプレートまたは起動設定から起動されたインスタンスを終了します。インスタンスが同じテ
ンプレートまたは起動設定から起動されている場合、Amazon EC2 Auto Scaling は次の課金時間に最も
近いインスタンスを選択して終了します。

インスタンスの更新
Auto Scaling グループのインスタンスを更新するには、インスタンスの更新を開始します。インスタンス
の更新中、Amazon EC2 Auto Scaling はグループのインスタンスを終了し、終了したインスタンスの置換
インスタンスを起動します。Auto Scaling グループの終了ポリシーは、どのインスタンスを最初に置き換
えるかを制御します。

アベイラビリティーゾーンの再調整
Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループに対して有効になっているアベイラビリティーゾー
ン全体でキャパシティーを均等に分散させます。これにより、アベイラビリティーゾーンの停止による
影響を軽減できます。アベイラビリティーゾーン間でのキャパシティーの分散のバランスが崩れた場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は、有効なアベイラビリティーゾーン内でインスタンスが最も少ないイン
スタンスを起動し、他の場所でインスタンスを終了することによって、Auto Scaling グループを再分散し
ます。終了ポリシーは、最初に終了を優先するインスタンスを制御します。
アベイラビリティーゾーン間でのインスタンスの分散のバランスが崩れる原因はいくつかあります。
インスタンスの削除
Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチ、スタンドバイにインスタンスを置くか、インス
タンスを明示的に終了して希望するキャパシティーを減らし、代替インスタンスが起動しないように
すると、グループのバランスが崩れる可能性があります。この場合、 Amazon EC2 Auto Scaling は、
アベイラビリティーゾーン間のバランスを再度取って不均衡を補います。
最初に指定したアベイラビリティーゾーンとは異なるアベイラビリティーゾーンの使用
Auto Scaling グループを拡張して追加のアベイラビリティーゾーンを含めるか、使用するアベイラビ
リティーゾーンを変更した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は新しいアベイラビリティーゾーンでイ
ンスタンスを起動し、他のゾーンでインスタンスを終了します。これにより、インスタンスがアベイ
ラビリティーゾーンに均等に広がります。
可用性の停止
可用性の停止はまれにしか発生しません。ただし、1 つのアベイラビリティーゾーンが使用できなく
なってから回復すると、Auto Scaling グループでアベイラビリティーゾーン間で不均衡になる可能性
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があります。Amazon EC2 Auto Scaling はグループを徐々に再分散しようとしますが、再分散すると
他のゾーンのインスタンスが終了する可能性があります。
たとえば、1 つのインスタンスタイプ、2 つのアベイラビリティーゾーン、2 つのインスタンスの希
望するキャパシティーのある Auto Scaling グループがあるとします。1 つのアベイラビリティーゾー
ンで障害が発生した場合、Amazon EC2 Auto Scaling は正常なアベイラビリティーゾーンで新しいイ
ンスタンスを自動的に起動し、異常のあるアベイラビリティーゾーン内のインスタンスを置き換えま
す。異常なアベイラビリティーゾーンが正常な状態にその後戻ると、Amazon EC2 Auto Scaling はこ
のゾーンで新しいインスタンスを自動的に起動し、影響を受けないゾーンのインスタンスを終了しま
す。

Note
分散バランスを再調整する場合、Amazon EC2 Auto Scaling は再調整によってアプリケーション
のパフォーマンスや可用性が低下しないように、古いインスタンスを終了する前に新しいインス
タンスを起動します。
Amazon EC2 Auto Scaling は、古いインスタンスを終了する前に新しいインスタンスの起動を試
みるため、指定した最大キャパシティーまたはそれに近い状態になると、再分散アクティビティ
の処理が遅くなったり、完全に停止する可能性があります。この問題を回避するため、再分散ア
クティビティの間、グループに対して指定されている最大キャパシティーが一時的に 10% のマー
ジン（または 1 インスタンスのマージンのどちらか大きい方）で増えます。このマージンは、グ
ループが最大キャパシティーに達しているか、それに近い状態であり、ユーザーがゾーンの再設
定をリクエストしたため、またはゾーンの可用性の問題を補正するために、グループの再分散が
必要な場合にのみ追加されます。この追加キャパシティーは、グループの再分散に要する時間に
わたってのみ提供されます。

Amazon EC2 Auto Scaling 終了ポリシーを使用する
このトピックでは、デフォルトの終了ポリシーの詳細情報と、個別の Auto Scaling グループ用にさまざま
な終了ポリシーを選択するために用意された、各オプションについて説明します。異なる終了ポリシーを
選択すると、スケールインイベントが発生したときにどのインスタンスを最初に終了するかを制御できま
す。たとえば、Amazon EC2 Auto Scaling が最も古いインスタンスを最初に終了するように、異なる終了
ポリシーを選択できます。
Amazon EC2 Auto Scaling では、インスタンスを終了する際に、Auto Scaling グループにより使用されて
いるアベイラビリティーゾーン間でのバランスの維持が試みられます。アベイラビリティーゾーン間で
のバランスを維持することは、終了ポリシーよりも優先されます。グループに使用されている他のアベイ
ラビリティーゾーンより多くのインスタンスが含まれるアベイラビリティーゾーンがある場合、Amazon
EC2 Auto Scaling はそのバランスのとれていないアベイラビリティーゾーンからインスタンスに適用さ
れます。グループで使用されているアベイラビリティーゾーン間でバランスがとれている場合、Amazon
EC2 Auto Scaling はグループのすべての終了ポリシーに適用されます。
目次
• デフォルトの終了ポリシー (p. 241)
• デフォルトの終了ポリシーと混合インスタンスグループ (p. 242)
• 異なる終了ポリシーを使用する (p. 242)
• 異なる終了ポリシーを使用する (コンソール) (p. 243)
• 異なる終了ポリシーを使用する (AWS CLI) (p. 244)

デフォルトの終了ポリシー
デフォルトの終了ポリシーは、終了するインスタンスを選択する前に、複数の終了条件を適用しま
す。Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを終了する場合、スケールインから保護されていないイン
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スタンスが 1 つ以上あるアベイラビリティーゾーンを最初に決定します。選択したアベイラビリティー
ゾーン内では、次のデフォルトの終了ポリシー動作が適用されます。
1. 終了の対象であるインスタンスの中に、最も古い起動テンプレートまたは起動設定を使用しているもの
があるか判断します。
a. [起動テンプレートを使用する Auto Scaling グループの場合]
起動設定を使用するインスタンスがない場合、インスタンスが最も古い起動テンプレートを使用して
いるかどうかを判断します。Amazon EC2 Auto Scaling は、起動テンプレートを使用しているインス
タンスを終了する前に、起動設定を使用しているインスタンスを終了します。
b. [起動設定を使用する Auto Scaling グループの場合]
いずれかのインスタンスが最も古い起動設定を使用しているかどうかを判断します。
2. 上記の基準を適用した後で、終了する保護されていないインスタンスが複数ある場合は、どのインスタ
ンスが次の課金時間に最も近いかを判断します。次の課金時間に最も近い保護されていないインスタン
スが複数ある場合、これらのインスタンスのいずれかをランダムに終了します。
次の課金時間に最も近いインスタンスを終了すると、時間単価のインスタンスを最大限に活用できま
す。または、 グループが Amazon Linux、Windows、または Ubuntu を使用している場合は、EC2 の
使用に対して 1 秒あたりの料金が発生します。詳細については、Amazon EC2 料金 を参照してくださ
い。

デフォルトの終了ポリシーと混合インスタンスグループ
Auto Scaling グループが混合インスタンスポリシー (p. 53)スケーリングインしても、Amazon EC2 Auto
Scaling は終了ポリシーを使用して終了するインスタンスを優先順位付けしますが、最初に 2 つのタイプ
(スポットまたはオンデマンド) のどちらを終了するかを識別します。次に、各アベイラビリティーゾーン
の終了ポリシーを個別に適用します。また、アベイラビリティーゾーンのバランスが最も高い結果となる
アベイラビリティーゾーンを終了するインスタンス (特定された購入オプション内) も特定します。インス
タンスタイプに定義された重みを持つ混合インスタンス設定を使用する Auto Scaling グループにも同じロ
ジックが適用されます。
デフォルトの終了ポリシーは、混合インスタンスポリシー (p. 53)がどのように実装されるのか、という違
いのため若干異なります。デフォルトの終了ポリシーの次の新しい動作が適用されます。
1. 終了するオンデマンドまたはスポットインスタンスの配分戦略 (p. 54)に残りのインスタンスが合うよう
に、終了の対象となるインスタンスを決定します。
たとえば、インスタンスの起動後、インスタンスタイプの優先順を変更します。スケールインイベント
が発生すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、優先度の低いインスタンスタイプからオンデマンドイン
スタンスを段階的に減らそうとします。
2. 起動設定を使用するインスタンスがない場合、インスタンスが最も古い起動テンプレートを使用してい
るかどうかを判断します。Amazon EC2 Auto Scaling は、起動テンプレートを使用しているインスタン
スを終了する前に、起動設定を使用しているインスタンスを終了します。
3. 上記の基準を適用した後で、終了する保護されていないインスタンスが複数ある場合は、どのインスタ
ンスが次の課金時間に最も近いかを判断します。次の課金時間に最も近い保護されていないインスタン
スが複数ある場合、これらのインスタンスのいずれかをランダムに終了します。

異なる終了ポリシーを使用する
Amazon EC2 Auto Scaling が終了するインスタンスを選択する前に適用する終了条件を指定するには、次
の定義済みの終了ポリシーのいずれかを選択できます。
• Default デフォルトの終了のポリシーに従って、インスタンスを終了します。このポリシーは、他のポ
リシーよりも先にスポット割り当て戦略を評価するため、スポットインスタンスが終了または置換され
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るたびに、最適なプールでスポットインスタンスを引き続き使用できるようにする場合に便利です。こ
れは、たとえば、起動設定から移行して起動テンプレートの使用を開始する場合にも便利です。
• AllocationStrategy. Auto Scaling グループのインスタンスを終了して、残りのインスタンスを、終
了するインスタンスのタイプ (スポットインスタンスまたはオンデマンドインスタンス) の配分戦略に合
わせます。このポリシーは、優先するインスタンスタイプが変更されたときに便利です。スポット配分
戦略が lowest-price の場合、N 個の最低価格のスポットプール間で、スポットインスタンスの分散
バランスを徐々に再調整できます。スポット配分戦略が capacity-optimized の場合、使用可能なス
ポットキャパシティーがより多いスポットプール間で、スポットインスタンスの分散バランスを徐々に
再調整できます。優先度の低いタイプのオンデマンドインスタンスを優先度の高いタイプのオンデマン
ドインスタンスに徐々に置き換えることもできます。
• OldestLaunchTemplate 最も古い起動テンプレートを使用するインスタンスを終了します。このポ
リシーでは、現在の起動テンプレートを使用していないインスタンスが最初に終了され、その後、現在
の起動テンプレートのうち最も古いバージョンを使用しているインスタンスが終了されます。このポリ
シーは、グループを更新し、以前の設定を使用しているインスタンスを廃止する場合に便利です。
• OldestLaunchConfiguration 最も古い起動設定のインスタンスを削除します。このポリシーは、グ
ループを更新し、以前の設定を使用しているインスタンスを廃止する場合に便利です。このポリシーで
は、最新以外の起動設定を使用するインスタンスが最初に終了されます。
• ClosestToNextInstanceHour 次の課金時間に最も近いインスタンスを削除します。これにより、時
間単価のインスタンスを最大限に活用できます。(Amazon Linux、Windows、または Ubuntu を使用する
インスタンスのみ、1 秒あたりの料金が発生します。)
• NewestInstance グループ内の最も新しいインスタンスを削除します。このポリシーは、新しい起動
設定をテストするが、新しい設定は本稼働環境には保持しない場合に便利です。
• OldestInstance グループ内の最も古いインスタンスを削除します。このオプションは、Auto Scaling
グループ内のインスタンスを新しい EC2 インスタンスタイプにアップグレードする場合に役立ちます。
より古いタイプのインスタンスをより新しいタイプのインスタンスに徐々に置き換えることができま
す。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling は、どの終了ポリシーが使用されているかに関係なく、まずアベ
イラビリティーゾーン間でインスタンスのバランスをとります。その結果、いくつかの新しい
インスタンスが古いインスタンスの前に終了される状況が発生する可能性があります。たとえ
ば、最近追加されたアベイラビリティーゾーンがある場合、グループに使用されている他のア
ベイラビリティーゾーンより多くのインスタンスが含まれるアベイラビリティーゾーンがある
場合。

異なる終了ポリシーを使用する (コンソール)
Auto Scaling グループを作成したら、グループの終了ポリシーを更新できます。デフォルトの終了ポリ
シーが自動的に使用されます。デフォルトポリシーを別の終了ポリシー (OldestLaunchTemplate な
ど)、または適用される順に一覧表示されている複数の終了ポリシーと置き換えるオプションがあります。

別の終了ポリシーを選択するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

4.

[終了ポリシー] で、1 つまたは複数の終了ポリシーを選択します。複数のポリシーを選択する場合
は、適用する順に合わせて選択していきます。
オプションで、[Custom termination policy] (カスタム終了ポリシー) を選択した後、ニーズを満たす
Lambda 関数を選択することもできます。Lambda 関数のために作成したバージョンとエイリアスが
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ある場合は、[Version/Alias] (バージョン/エイリアス) ドロップダウンリストから、いずれかのバー
ジョンとエイリアスを選択します。Lambda 関数の未公開バージョンを使用する場合には、[Version/
Alias] (バージョン/エイリアス) の設定はデフォルトのままにします。詳細については、「Lambda を
使用したカスタム終了ポリシーを作成する (p. 244)」を参照してください。

Note
複数のポリシーを使用する場合は、その順序を正しく設定する必要があります。
• [Default] (デフォルト) のポリシーを使用する場合は、リストの末尾にあるポリシーを選択
する必要があります。
• [Custom termination policy] (カスタム終了ポリシー) を使用する場合には、リストの最初に
あるポリシーを選択します。
5.

[Update] (更新) を選択します。

異なる終了ポリシーを使用する (AWS CLI)
別のポリシーが指定されていない限り、デフォルトの終了ポリシーが自動的に使用されます。
別の終了ポリシーを使用するには
以下のいずれかのコマンドを使用します。
• create-auto-scaling-group
• update-auto-scaling-group
終了ポリシーを個別に使用することも、ポリシーのリストに組み合わせることもできます。たとえ
ば、次のコマンドを使用して、最初に OldestLaunchConfiguration ポリシーを使用し、その後で
ClosestToNextInstanceHour ポリシーを使用するように Auto Scaling グループを更新します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --terminationpolicies "OldestLaunchConfiguration" "ClosestToNextInstanceHour"

Default の終了ポリシーを使用する場合、終了ポリシーのリストでは最後のポリシーになるように指定し
ます。例えば、--termination-policies "OldestLaunchConfiguration" "Default" です。
カスタム終了ポリシーを使用するには、まず AWS Lambda を使用して終了ポリシーを作成する必
要があります。終了ポリシーとして使用する Lambda 関数を指定するには、終了ポリシーのリス
トで最初の関数を使用します。例えば、--termination-policies "arn:aws:lambda:uswest-2:123456789012:function:HelloFunction:prod" "OldestLaunchConfiguration" で
す。詳細については、「Lambda を使用したカスタム終了ポリシーを作成する (p. 244)」を参照してくだ
さい。

Lambda を使用したカスタム終了ポリシーを作成する
Amazon EC2 Auto Scaling は、終了ポリシーを使用して、Auto Scaling グループのサイズを小さくする
ときに、最初に終了するインスタンスを優先順位付けします (スケールインと言います)。Auto Scaling グ
ループではデフォルトの終了ポリシーを使用しますが、独自の終了ポリシーを選択または作成することも
できます。定義済みの終了ポリシーを選択する方法の詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling 終了
ポリシーを使用する (p. 241)」を参照してください。
このトピックでは、カスタム終了ポリシーを作成する方法について説明し、Amazon EC2 Auto Scaling が
特定のイベントに応答して呼び出す AWS Lambda 関数を使用します。作成した Lambda 関数は、Amazon
EC2 Auto Scaling から送信された入力データの情報を処理し、終了する準備ができているインスタンスの
リストを返します。
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カスタム終了ポリシーを使用すると、終了するインスタンスとタイミングをより適切に制御できます。た
とえば、Auto Scaling グループがスケールインする場合、Amazon EC2 Auto Scaling は中断すべきではな
い実行中のワークロードがあるかどうかを判断できません。Lambda 関数を使用すると、終了リクエスト
を検証し、ワークロードが完了するまで待機してから、終了するためにインスタンス ID を Amazon EC2
Auto Scaling に返して終了することができます。
目次
• 入力データ (p. 245)
• レスポンスデータ (p. 246)
• カスタム終了ポリシーを使用することを考慮 (p. 247)
• Lambda 関数を作成する (p. 247)
• 制約事項 (p. 248)

入力データ
Amazon EC2 Auto Scaling は、スケールインイベントの JSON ペイロードを生成します。また、インスタ
ンスの最大有効期間またはインスタンスの更新機能の結果としてインスタンスが終了されるときにもこれ
を行います。また、アベイラビリティーゾーン間でグループを再分散するときに開始できるスケールイン
イベントの JSON ペイロードも生成されます。
このペイロードには、Amazon EC2 Auto Scaling の終了に必要なキャパシティー、終了を提案するインス
タンスのリスト、終了を開始したイベントに関する情報が含まれます。
次にペイロードの例を示します。
{

"AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-east-1:<accountid>:autoScalingGroup:d4738357-2d40-4038-ae7e-b00ae0227003:autoScalingGroupName/my-asg",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"CapacityToTerminate": [
{
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"Capacity": 2,
"InstanceMarketOption": "on-demand"
},
{
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"Capacity": 1,
"InstanceMarketOption": "spot"
},
{
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"Capacity": 3,
"InstanceMarketOption": "on-demand"
}
],
"Instances": [
{
"AvailabilityZone": "us-east-1b",
"InstanceId": "i-0056faf8da3e1f75d",
"InstanceType": "t2.nano",
"InstanceMarketOption": "on-demand"
},
{
"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"InstanceId": "i-02e1c69383a3ed501",
"InstanceType": "t2.nano",
"InstanceMarketOption": "on-demand"
},
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"AvailabilityZone": "us-east-1c",
"InstanceId": "i-036bc44b6092c01c7",
"InstanceType": "t2.nano",
"InstanceMarketOption": "on-demand"
},
...

}

],
"Cause": "SCALE_IN"

ペイロードには、Auto Scaling グループの名前、その Amazon リソースネーム (ARN)、および次の要素が
含まれます:
• CapacityToTerminate は、特定のアベイラビリティーゾーンで終了するように設定されたスポット
またはオンデマンドのキャパシティーを示します。
• Instances は、Amazon EC2 Auto Scaling が「CapacityToTerminate」の情報に基づいて、終了を
提案するインスタンスを表します。
• Cause は、終了の原因となったイベントである
SCALE_IN、INSTANCE_REFRESH、MAX_INSTANCE_LIFETIME、REBALANCE を示します。
以下の情報は、Amazon EC2 Auto Scaling が入力データ Instances を生成する方法において最も重要な
要因の概略を説明する
• スケールインイベントおよびインスタンスのリフレッシュベースの終了によってインスタンスが終了
する場合は、アベイラビリティーゾーン間のバランスを維持することが優先されます。そのため、グ
ループに使用されている他のアベイラビリティーゾーンより多くのインスタンスが含まれるアベイラ
ビリティーゾーンがある場合、入力データのインスタンスはそのバランスのとれていないアベイラビ
リティーゾーンのみからインスタンスに適用されます。グループに使用されているアベイラビリティー
ゾーンのバランスがとれている場合、入力データにはグループのすべてのアベイラビリティーゾーンの
インスタンスが含まれます。
• 混合インスタンスポリシー (p. 53)を使用する場合、各購入オプションの希望する割合に基づいて、ス
ポットおよびオンデマンドのキャパシティーをバランスよく維持することも優先されます。まず、2 つ
のタイプ (スポットまたはオンデマンド) のどちらを終了すべきかを識別します。次に、アベイラビリ
ティーゾーンのバランスが最も高い結果となるアベイラビリティーゾーンを終了できるインスタンス
(特定された購入オプション内) を特定します。

レスポンスデータ
入力データと応答データが連携して、終了するインスタンスのリストを絞り込みます。
指定された入力では、Lambda 関数からの応答は次の例のようになります。
{

}

"InstanceIDs": [
"i-02e1c69383a3ed501",
"i-036bc44b6092c01c7",
...
]

InstanceIDs は、終了する準備ができているインスタンスを表します。
または、終了する準備ができている別のインスタンスのセットを返すこともできます。これにより、入力
データのインスタンスが上書きされます。Lambda 関数が呼び出されたときに終了する準備ができていな
い場合は、インスタンスを返さないように選択することもできます。
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終了する準備ができているインスタンスがない場合、Lambda 関数からの応答は次の例のようになりま
す。
{
}

"InstanceIDs": [ ]

カスタム終了ポリシーを使用することを考慮
カスタム終了ポリシーを使用する場合、次の点を考慮してください。
• レスポンスデータで最初にインスタンスを返しても、その終了は保証されません。Lambda 関数が呼び
出されたときに必要な数を超えるインスタンスが返された場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto
Scaling グループに対して指定した他の終了ポリシーに対して各インスタンスを評価します。複数の終
了ポリシーがある場合、リスト内の次の終了ポリシーを適用しようとします。終了に必要な数を超える
インスタンスがある場合は、次の終了ポリシーに移ります。他の終了ポリシーが指定されていない場合
は、デフォルトの終了ポリシーを使用して、終了するインスタンスを決定します。
• インスタンスが返されない場合、または Lambda 関数がタイムアウトした場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は関数を再度呼び出す前に少し待機します。スケールインイベントでは、グループの希望する
キャパシティーが現在のキャパシティーよりも小さい限り、試行を続けます。たとえば、リフレッシュ
ベースの終了の場合、1 時間試行し続けます。その後、インスタンスの終了に失敗し続けると、インス
タンスの更新操作は失敗します。インスタンスの最大有効期間では、Amazon EC2 Auto Scaling は、そ
の最大有効期間を超えていると識別されたインスタンスを終了しようとします。
• 関数は繰り返し再試行されるため、Lambda 関数をカスタム終了ポリシーとして使用する前に、コード
内の永続的なエラーをテストして修正してください。
• 終了するインスタンスの独自のリストで入力データを上書きし、これらのインスタンスを終了してアベ
イラビリティーゾーンのバランスが崩れると、Amazon EC2 Auto Scaling はアベイラビリティーゾーン
間のキャパシティーの分散を徐々に再調整します。まず、Lambda 関数を呼び出して、リバランシング
を開始するかどうかを判断できるように、終了する準備ができているインスタンスがあるかどうかを確
認します。終了する準備ができているインスタンスがある場合、最初に新しいインスタンスを起動しま
す。インスタンスの起動が完了すると、グループの現在のキャパシティーが希望するキャパシティーよ
りも大きいことが検出され、スケールインイベントが開始されます。

Lambda 関数を作成する
まず Lambda 関数を作成し、Auto Scaling グループの終了ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を指
定できるようにします。

Lambda 関数を作成するには (コンソール)
1.

Lambda コンソールで [Functions (関数)] ページを開きます。

2.

画面の上部のナビゲーションバーで、Auto Scaling グループの作成時に使用したのと同じリージョン
を選択します。

3.

[Create function (関数の作成)] を選択し、[Author from scratch (一から作成)] を選択します。

4.

[基本的な情報] の [関数名] に、関数の名前を入力します。

5.

[Create function] (関数の作成) を選択します。関数のコードと設定に戻ります。

6.

関数をまだコンソールで開いている状態で、関数コードの下にエディタに貼り付けます。

7.

[Deploy] (デプロイ) をクリックします。

8.

必要に応じて、Lambda 関数の公開バージョンを作成するには、[Versions (バージョン)] タブをクリッ
クし、次に新しいバージョンを発行します。Lambda でのバージョニングの詳細については、AWS
Lambdaデベロッパーガイドの「Lambda 関数のバージョン」を参照してください。
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9.

バージョンを公開することを選択した場合、このバージョンの Lambda 関数と関連付けるには
[Aliases (エイリアス)] タブを選択します。Lambda のエイリアスの詳細については、AWS Lambdaデ
ベロッパーガイドの「Lambda 関数のエイリアス」を参照してください。
10. 次に [Configuration (設定)] タブと [Permissions (アクセス許可)] を選択します。
11. [Resource-based policy (リソースベースのポリシー)] にスクロールダウンして [アクセス許可の追加]
を選択します。リソースベースのポリシーを使用して、関数を呼び出すアクセス許可を、ポリシーで
指定されているプリンシパルに付与します。この場合、プリンシパルは Auto Scaling グループに関連
付けられている Amazon EC2 Auto Scaling service-linked role です。
12. [Policy statement (ポリシーステートメント)] セクションで、権限を設定します。
a.
b.

AWS アカウント を選択します。

c.

[Action (アクション)] で、[lambda:InvokeFunction] を選択します。

d.

[Statement ID (ステートメント ID)] に AllowInvokeByAutoScaling といった一意のステート
メント ID を入力します。
[Save] を選択します。

e.

Principal (プリンシパル) で、たとえば arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/awsservice-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling といっ
た呼び出しサービスにリンクされたロールの ARN を入力します。

13. これらの指示に従った後、次のステップとして Auto Scaling グループの終了ポリしーの ARN を指定
し続けます。詳しくは、「異なる終了ポリシーを使用する (コンソール) (p. 243)」を参照してくださ
い。

Note
Lambda 関数を開発する際の参考として使用できる例については、Amazon EC2 Auto Scaling の
GitHub リポジトリを参照してください。

制約事項
• Auto Scaling グループの終了ポリシーで指定できる Lambda 関数は 1 つだけです。複数の終了ポリシー
が指定されている場合は、最初に Lambda 関数を指定する必要があります。
• Lambda 関数を参照するには、修飾されていない ARN (サフィックスなし)、バージョンまたはエイリ
アスをサフィックスとして持つ修飾された ARN を使用します。修飾されていない ARN が使用されて
いる場合 (たとえば、function:my-function)、リソースベースのポリシーは、関数の未公開バー
ジョンで作成する必要があります。修飾された ARN が使用されている場合 (たとえば、function:myfunction:1 または function:my-function:prod)、リソースベースのポリシーは、その公開バー
ジョンの関数に対して作成する必要があります。
• $LATEST サフィックスで修飾された ARN を使用できません。$LATEST サフィックスで修飾された
ARN を参照するカスタム終了ポリシーを追加すると、エラーが発生します。
• 入力データで提供されるインスタンスの数は、30,000 インスタンスまでに制限されています。終了でき
るインスタンスが 30,000 個を超える場合、入力データには インスタンスの最大数が戻されることを示
す "HasMoreInstances": true を示します。
• Lambda 関数の最大実行時間は 2 秒 (2000 ミリ秒) です。ベストプラクティスとして、予想される実行
時間に基づいて Lambda 関数のタイムアウト値を設定する必要があります。Lambda 関数のデフォルト
のタイムアウトは 3 秒ですが、これを減らすことができます。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスのスケールイン保護が有効になっているインスタンスを終
了しません。

インスタンスのスケールイン保護を使用する
スケールイン時に Auto Scaling グループが特定のインスタンスを終了できるかどうかを制御するには、イ
ンスタンスのスケールイン保護を使用します。インスタンスのスケールイン保護の設定は、Auto Scaling
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グループまたは個々の Auto Scaling インスタンスで有効にできます。Amazon EC2 Auto Scaling が新しい
インスタンスを起動する、あるいはウォームプールから Auto Scaling グループにインスタンスを移動する
と、そのインスタンスには、Auto Scaling グループでのインスタンスのスケールイン保護に関する設定が
受け継がれます。Auto Scaling グループまたは Auto Scaling インスタンスのスケールイン保護の設定はい
つでも変更できます。
インスタンスのスケールイン保護は、インスタンスの状態が InService の場合に開始されます。スケー
ルインされない設定のインスタンスをデタッチすると、インスタンスのスケールイン保護の設定は失われ
ます。インスタンスをグループに再度アタッチすると、グループの現在のインスタンスのスケールイン保
護を受け継ぎます。
インスタンスのスケールイン保護は、次の状況から Auto Scaling インスタンスを保護することはできませ
ん。
• Amazon EC2 コンソール、terminate-instances コンソール、 コマンド、TerminateInstances
アクションのいずれかを使用して、手動で終了します。Auto Scaling インスタンスを手動の終了か
ら保護するには、Amazon EC2 の終了保護を有効にします。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「終了保護の有効化」を参照してください。
• インスタンスがヘルスチェックに失敗した場合のヘルスチェックの置換。詳細については、「Auto
Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。
• スポットインスタンスの中断。キャパシティーが使用できなくなった場合、またはスポット料金が上限
価格を超えた場合、スポットインスタンスは終了されます。
タスク
• グループのインスタンスのスケールイン保護の有効化 (p. 249)
• グループのインスタンスのスケールイン保護の設定を変更する (p. 250)
• インスタンスに対してインスタンスのスケールイン保護の設定を変更する (p. 250)

Note
スケールインイベントが発生した際に、Auto Scaling グループのすべてのインスタンスがスケー
ルインから保護されていると、必要とされるキャパシティーが減少します。ただし、Auto Scaling
グループはインスタンスのスケールイン保護の設定が無効になるまで、必要な数のインスタンス
を終了することはできません。
AWS Management Console では、スケールスケールイベント発生時に Auto Scaling グループ
内のすべてのインスタンスがスケールインから保護されている場合、Auto Scaling グループの
[Activity history] (アクティビティ履歴) に次のメッセージが表示されます: Could not scale
to desired capacity because all remaining instances are protected from
scale-in.

グループのインスタンスのスケールイン保護の有効化
Auto Scaling グループを作成する際にインスタンスのスケールイン保護を有効にすることができます。デ
フォルトでは、インスタンスのスケールイン保護は無効になっています。
インスタンスのスケールイン保護を有効にする (コンソール)
Auto Scaling グループを作成するときに、[Configure group size and scaling policies (グループサイズと
スケーリングポリシーの設定)] ページの [Instance scale-in protection (インスタンスのスケールイン保護)]
で、[Enable instance scale-in protection (インスタンスのスケールイン保護を有効にする)] オプションを選
択します。
インスタンスのスケールイン保護を有効にする (AWS CLI)
次の create-auto-scaling-group コマンドを使用してインスタンスのスケールイン保護を有効にします。
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aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --new-instancesprotected-from-scale-in ...

グループのインスタンスのスケールイン保護の設定を変更する
Auto Scaling グループのインスタンスのスケールイン保護の設定は、有効または無効にすることができま
す。インスタンスのスケールイン保護設定を有効にすると、有効化後に起動したすべての新しいインスタ
ンスでは、インスタンスのスケールイン保護が有効になります。以前に起動したインスタンスは、インス
タンスごとに個別にインスタンスのスケールイン保護設定を有効にする場合、スケールインから保護する
だけです。

グループのインスタンスのスケールイン保護の設定を変更する (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループのチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

4.

[インスタンスのスケールイン保護] で、[インスタンスのスケールイン保護を有効にする] を選択しま
す。

5.

[Update] (更新) を選択します。

グループのインスタンスのスケールイン保護設定を変更する (AWS CLI)
次の update-auto-scaling-group コマンドを使用して、指定した Auto Scaling グループにインスタンスのス
ケールインの保護を有効にします。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --new-instancesprotected-from-scale-in

次のコマンドを使用して、指定したグループのインスタンスのスケールイン保護を無効にします。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --no-newinstances-protected-from-scale-in

インスタンスに対してインスタンスのスケールイン保護の設定を
変更する
デフォルトで、インスタンスは所属する Auto Scaling グループからインスタンスのスケールイン保護の設
定を取得します。ただし、インスタンスにおけるインスタンスのスケールイン保護はいつでも有効または
無効にできます。

インスタンスに対するインスタンスのスケールイン保護設定を変更する (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Instances (インスタンス)] で、インスタンスを選
択します。
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4.

インスタンスのスケールイン保護を有効にするには、[Actions (アクション)]、[Set scale-in protection
(スケールイン保護を設定)] の順に選択します。プロンプトが表示されると、[Set scale-in protection
(スケールイン保護を設定)] を選択します。

5.

インスタンスのスケールイン保護を無効にするには、[Actions (アクション)]、[Remove scale-in
protection (スケールイン保護の削除)] の順に選択します。プロンプトが表示されたら、[Remove
scale-in protection (スケールイン保護の削除)] を選択します。

インスタンスに対するインスタンスのスケールイン保護設定を変更する (AWS CLI)
次の set-instance-protection コマンドを使用して、指定したインスタンスにおけるインスタンスのスケー
ルインの保護を有効にします。
aws autoscaling set-instance-protection --instance-ids i-5f2e8a0d --auto-scaling-groupname my-asg --protected-from-scale-in

次のコマンドを使用して、指定したインスタンスにおけるインスタンスのスケールイン保護を無効にしま
す。
aws autoscaling set-instance-protection --instance-ids i-5f2e8a0d --auto-scaling-groupname my-asg --no-protected-from-scale-in

Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に
削除する
インスタンスを InService 状態から Standby 状態に移行でき、インスタンスを更新またはトラブル
シューティングして、インスタンスをサービスに返すことができます。スタンバイ状態のインスタンスは
まだ Auto Scaling グループの一部ですが、ロードバランサートラフィックをアクティブに処理しません。
この機能を使用すると、Amazon EC2 Auto Scaling がヘルスチェックの一部として、またはスケールイン
イベント中にインスタンスを終了することを心配することはなく、インスタンスを停止して起動したり、
再起動したりできます。
たとえば、起動テンプレートまたは起動設定を変更することで、Auto Scaling グループの Amazon マシン
イメージ (AMI) をいつでも変更できます。Auto Scaling グループが起動する後続のインスタンスには、こ
の AMI が使用されます。ただし、Auto Scaling グループは現在稼働中のインスタンスを更新しません。こ
れらのインスタンスを終了し、Amazon EC2 Auto Scaling で置き換えるか、インスタンスの更新機能を使
用してインスタンスを終了して置き換えることができます。または、インスタンスをスタンバイ状態にし
てソフトウェアを更新し、次にインスタンスをサービスに戻すことができます。
Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチすることは、インスタンスをスタンバイ状態にするこ
とと似ています。インスタンスのデタッチは、スタンドアロンの EC2 インスタンスなどのインスタンス
を管理し、場合によってはインスタンスを終了する場合に便利です。詳細については、「Auto Scaling グ
ループからの EC2 インスタンスのデタッチ (p. 133)」を参照してください。

Important
インスタンスをスタンバイ状態に移行すると、Auto Scaling グループがアベイラビリティーゾー
ン間で不均衡になる可能性があります。Amazon EC2 Auto Scaling は、AZRebalance プロセス
が停止されるまでアベイラビリティーゾーン間のバランスを再度取って不均衡を補います。詳細
については、「Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開する (p. 255)」を参照してくだ
さい。
目次
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• スタンバイ状態の仕組み (p. 252)
• スタンバイ状態のインスタンスのヘルスステータス (p. 252)
• インスタンスを一時的に削除する (コンソール) (p. 253)
• インスタンスを一時的に削除する (AWS CLI) (p. 253)

Important
スタンバイ状態のインスタンスに対して課金されます。

スタンバイ状態の仕組み
Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に削除できるように、スタンバイ状態は次のように機能
します:
1. ユーザーがインスタンスをスタンバイ状態にする。スタンバイ状態を終了するまで、インスタンスはこ
の状態のままです。
2. Auto Scaling グループにアタッチされたロードバランサーターゲットグループまたは Classic Load
Balancer がある場合、インスタンスはロードバランサーから登録解除されます。Connection Draining
がロードバランサーに有効になっている場合、Elastic Load Balancingは登録解除プロセスを完了する前
に 300 秒待って、処理中のリクエストが完了するのを助けます。
3. デフォルトでは、インスタンスをスタンバイ状態にすると、希望するキャパシティーとして指定した値
は減ります。この場合、スタンバイ状態になっているインスタンスがあると、追加のインスタンスを起
動できません。あるいは、希望するキャパシティーを減らさないように指定できます。このオプション
を指定した場合、Auto Scaling グループはインスタンスを起動して、スタンバイ状態のインスタンスと
置き換えます。その目的は、1 つ以上のインスタンスがスタンバイ状態である間にアプリケーションの
キャパシティーを維持できるようにすることです。
4. インスタンスを更新またはトラブルシューティングできます。
5. スタンバイ状態を終了することにより、インスタンスを稼働状態に戻します。
6. スタンバイ状態にあったインスタンスを稼働状態に戻すと、希望するキャパシティーが増やされます。
インスタンスをスタンバイ状態に移行するときにキャパシティーを減らさない場合、Auto Scaling グ
ループによって必要以上のインスタンスがあると検出されます。これにより終了ポリシーが適用され、
グループのサイズが削減されます。詳細については、「スケールイン中に終了する Auto Scaling インス
タンスを制御する (p. 238)」を参照してください。
7. Auto Scaling グループにアタッチされたロードバランサーターゲットグループまたは Classic Load
Balancer がある場合、インスタンスはロードバランサーに登録されます。
次の図は、このプロセスのインスタンス状態の遷移を示しています。

Auto Scaling グループのインスタンスのライフサイクル全体の詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling インスタンスのライフサイクル (p. 8)」を参照してください。

スタンバイ状態のインスタンスのヘルスステータス
Amazon EC2 Auto Scaling はスタンバイ状態にあるインスタンスのヘルスチェックを実行しません。イ
ンスタンスがスタンバイ状態にあるとき、スタンバイ状態に移行する前の状態がヘルスステータスに反映
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されます。Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスを稼働状態に戻すまで、インスタンスのヘルス
チェックを実行しません。
たとえば、正常なインスタンスをスタンバイ状態に移行して終了する場合、インスタンスは正常であると
Amazon EC2 Auto Scaling がレポートし続けます。スタンバイ状態の終了済みインスタンスをサービス
に戻そうとすると、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスのヘルスチェックを実行し、インスタンス
が終了していて異常であると判断して、代替インスタンスを起動します。ヘルスチェックの概要について
は、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」をご覧ください。

インスタンスを一時的に削除する (コンソール)
以下の手順は、サービスに現在存在するインスタンスを更新する一般的な手順を示しています。

インスタンスを一時的に削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Instances (インスタンス)] で、インスタンスを選
択します。

4.

[Actions]、[Set to Standby] を選択します。

5.

[Set to Standby (スタンバイに設定)] ダイアログボックスで、代替インスタンスを起動するにはチェッ
クボックスをオンにします。必要なキャパシティーを減らすには、オフのままにします。[Set to
Standby] を選択します。

6.

必要に応じてインスタンスを更新、またはトラブルシューティングできます。終了したら、インスタ
ンスを稼働状態に戻すために次のステップに進みます。

7.

インスタンスを選択し、[Actions]、[Set to InService] を選択します。[Set to InService (InService に設
定)] ダイアログボックスで、[Set to InService (InService に設定)] を選択します。

インスタンスを一時的に削除する (AWS CLI)
以下の手順は、サービスに現在存在するインスタンスを更新する一般的な手順を示しています。

インスタンスを一時的に削除するには
1.

次の describe-auto-scaling-instances コマンドを使用して、更新するインスタンスを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances

以下に、応答の例を示します。
{

"AutoScalingInstances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
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]

}

2.

},
...

"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"

インスタンスを次の enter-standby コマンドを使用して、Standby 状態に移行させます。--shoulddecrement-desired-capacity オプションは、Auto Scaling グループで代わりのインスタンスが
起動されないように希望するキャパシティーを減らします。
aws autoscaling enter-standby --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 \
--auto-scaling-group-name my-asg --should-decrement-desired-capacity

以下に、応答の例を示します。
{

"Activities": [
{
"Description": "Moving EC2 instance to Standby: i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"ActivityId": "3b1839fe-24b0-40d9-80ae-bcd883c2be32",
"Details": "{\"Availability Zone\":\"us-west-2a\"}",
"StartTime": "2014-12-15T21:31:26.150Z",
"Progress": 50,
"Cause": "At 2014-12-15T21:31:26Z instance i-05b4f7d5be44822a6 was moved to
standby
in response to a user request, shrinking the capacity from 4 to 3.",
"StatusCode": "InProgress"
}
]

}

3.

(オプション) インスタンスがStandby以下の describe-auto-scaling-instances コマンド を使用してい
るか確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6

以下に、応答の例を示します。インスタンスのステータスが Standby に設定されました。
{

}

4.

"AutoScalingInstances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "Standby"
},
...
]

必要に応じてインスタンスを更新、またはトラブルシューティングできます。終了したら、インスタ
ンスを稼働状態に戻すために次のステップに進みます。
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5.

次の exit-standby コマンドを使用してインスタンスをサービスに戻します。
aws autoscaling exit-standby --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 --auto-scaling-groupname my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

"Activities": [
{
"Description": "Moving EC2 instance out of Standby: i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"ActivityId": "db12b166-cdcc-4c54-8aac-08c5935f8389",
"Details": "{\"Availability Zone\":\"us-west-2a\"}",
"StartTime": "2014-12-15T21:46:14.678Z",
"Progress": 30,
"Cause": "At 2014-12-15T21:46:14Z instance i-05b4f7d5be44822a6 was moved
out of standby in
response to a user request, increasing the capacity from 3 to 4.",
"StatusCode": "PreInService"
}
]

}

6.

(オプション) 以下の describe-auto-scaling-instances コマンドを使用して、インスタンスが
稼働状態に戻っていることを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6

以下に、応答の例を示します。インスタンスのステータスが InService に設定されました。
{

}

"AutoScalingInstances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
},
"InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"HealthStatus": "HEALTHY",
"LifecycleState": "InService"
},
...
]

Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開す
る
このトピックでは、Auto Scaling グループの 1 つ以上のプロセスを中断および再開する方法について説明
します。これは、プロセスが失敗する原因となっている設定問題を調査する、または Auto Scaling グルー
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プを変更している間に Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを異常としてマークして置き換えないよ
うにするために実行できます。
目次
• プロセスのタイプ (p. 256)
• 考慮事項 (p. 257)
• 停止および再開プロセス (コンソール) (p. 259)
• プロセスを中断および再開する (AWS CLI) (p. 260)

Note
Auto Scaling グループのプロセスは、お客様が中断するだけでなく、インスタンスの起動に繰り
返し失敗するという理由で Amazon EC2 Auto Scaling によって中断されることもあります。これ
は、管理上の中断と呼ばれます。管理上の中断は一般に、24 時間以上インスタンスの起動を試み
ているが、インスタンスの起動に成功しない Auto Scaling グループに適用されます。管理上の理
由で Amazon EC2 Auto Scaling によって中断されたプロセスは、お客様が再開できます。

プロセスのタイプ
中断/再開機能は、以下のプロセスをサポートします。
• Launch – グループがスケールアウトするとき、または Amazon EC2 Auto Scaling がその他の理由 (イン
スタンスをウォームプールに追加する場合など) でインスタンスの起動を選択するときに、インスタン
スを Auto Scaling グループに追加します。
• Terminate – グループがスケールインするとき、または Amazon EC2 Auto Scaling がその他の理由 (最
大有効期間を超過した、もしくはヘルスチェックに合格しなかったためにインスタンスが終了される場
合など) でインスタンスの終了を選択する場合に、インスタンスを Auto Scaling グループから削除しま
す。
• AddToLoadBalancer - インスタンスが起動されたときに、アタッチされたロードバランサーターゲッ
トグループまたは Classic Load Balancer にインスタンスを追加します。詳細については、「Elastic
Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させ
る (p. 298)」を参照してください。
• AlarmNotification – 動的スケーリングポリシーに関連付けられている CloudWatch アラームから通
知を受け取ります。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の動的スケーリング (p. 137)」を参
照してください。
• AZRebalance - グループ内の EC2 インスタンス数のバランスが悪くなったとき (それまで使用できな
かったアベイラビリティーゾーンが正常状態に戻ったときなど) に、指定されたすべてのアベイラビリ
ティーゾーン全体でグループ内のインスタンス数のバランスを整えます。詳細については、「アクティ
ビティの再分散 (p. 7)」を参照してください。
• HealthCheck - インスタンスのヘルスを確認し、インスタンスが正常でないと Amazon EC2 または
Elastic Load Balancing が Amazon EC2 Auto Scaling に通知した場合、そのインスタンスに異常とマー
クします。このプロセスは、手動で設定したインスタンスのヘルス ステータスをオーバーライドできま
す。詳細については、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。
• InstanceRefresh - インスタンスの更新機能を使用して、インスタンスを終了および置換します。詳
細については、「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を
参照してください。
• ReplaceUnhealthy - 異常とマークされたインスタンスを終了してから、代わりの新しいインスタンス
を作成します。詳細については、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照して
ください。
• ScheduledActions - ユーザーが作成したか、または AWS Auto Scaling スケーリングプラン作成時お
よび予測スケーリングをオンにした時、スケジュールされたスケーリングアクションは実行します。詳
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細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のスケジュールされたスケーリング (p. 196)」を参照して
ください。

考慮事項
プロセスを中断する前に、以下を考慮してください。
• 個別のプロセスまたはすべてのプロセスを中断および再開することができます。
• プロセスの中断は、Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスに影響します。例えば、Amazon
EC2 Auto Scaling がヘルスチェックに基づいてインスタンスを終了させることなくインスタンスを再起
動するには、HealthCheck プロセスと ReplaceUnhealthy プロセスを中断できます。Amazon EC2
Auto Scaling が残りのインスタンスに対してヘルスチェックを実行する必要がある場合は、中断/再開機
能の代わりに、スタンバイ機能を使用します。詳細については、「Auto Scaling グループからインスタ
ンスを一時的に削除する (p. 251)」を参照してください。
• AlarmNotification の中断は、スケーリングポリシーや、それらに関連付けられた CloudWatch ア
ラームを削除することなく、グループのターゲット追跡、ステップ、およびシンプルスケーリングポリ
シーを一時的に停止できるようにします。その代わりに個々のスケーリングポリシーを一時的に停止す
るには、「Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを無効化する (p. 168)」を参照してくださ
い。
• Launch プロセスと Terminate プロセス、または AZRebalance を中断してから、インスタンスの
デタッチ、または指定されたアベイラビリティーゾーンの変更などで Auto Scaling グループを変更す
ると、アベイラビリティーゾーン間でのグループのバランスが悪くなる可能性があります。その場合
は、中断されたプロセスの再開後、Amazon EC2 Auto Scaling が徐々に、インスタンスをアベイラビリ
ティーゾーン間で均等に再分散します。
• Terminate プロセスを一時停止しても、delete-auto-scaling-group コマンドで強制削除オプションを使
用してインスタンスを正常に終了できます。

プロセスの中断が他のプロセスに及ぼす影響を理解する
以下では、個々のプロセスタイプが中断されたときの動作について説明しています。
シナリオ 1: Launch が中断される
• AlarmNotification は引き続きアクティブですが、Auto Scaling グループは、しきい値を超過した状
態のアラームに対してスケールアウトアクティビティを開始できません。
• ScheduledActions はアクティブですが、Auto Scaling グループは、実行されるスケジュールされた
アクションに対してスケールアウトアクティビティを開始できません。
• AZRebalance は、グループの再配分を停止します。
• ReplaceUnhealthy は引き続き異常なインスタンスを終了しますが、置き換えは開始しませ
ん。Launch プロセスを再開すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、Launch 停止中に終了されたイン
スタンスを直ちに置き換えます。
• InstanceRefresh はインスタンスを置き換えません。
シナリオ 2: Terminate が中断される
• AlarmNotification は引き続きアクティブですが、Auto Scaling グループは、しきい値を超過した状
態のアラームに対してスケールインアクティビティを開始できません。
• ScheduledActions はアクティブですが、Auto Scaling グループは、実行されるスケジュールされた
アクションに対してスケールインアクティビティを開始できません。
• AZRebalance はまだアクティブですが、正しく機能していません。古いインスタンスを終了せずに新
しいインスタンスを起動することがあります。これにより、Auto Scaling グループがその最大サイズよ
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り 10% まで大きくなることあります。バランスの再調整アクティビティ中にこの状態が一時的に許可さ
れるためです。Terminate プロセスを再開するまで、Auto Scaling グループは最大サイズを超えること
があります。
• ReplaceUnhealthy は非アクティブですが、HealthCheck はアクティブです。Terminate が再開さ
れると、ReplaceUnhealthy プロセスはすぐに実行を開始します。Terminate が中断されている間に
異常とマークされたインスタンスがある場合、それらのインスタンスはすぐに置き換えられます。
• InstanceRefresh はインスタンスを置き換えません。
シナリオ 3: AddToLoadBalancer が中断される
• Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを起動しますが、ロードバランサーターゲットグループまた
は Classic Load Balancer に追加しません。AddToLoadBalancer プロセスを再開すると、インスタン
スが起動されるときのロードバランサーへの追加が再開されます。ただし、このプロセスが中断されて
いる間に起動されたインスタンスは追加されません。これらのインスタンスを手動で登録する必要があ
ります。
シナリオ 4: AlarmNotification が中断される
• CloudWatch アラームのしきい値が超過している場合、Amazon EC2 Auto Scaling はスケーリングポリ
シーを呼び出しません。AlarmNotification を再開すると、Amazon EC2 Auto Scaling はアラームし
きい値に現在違反しているポリシーを処理します。
シナリオ 5: AZRebalance が中断される
• Amazon EC2 Auto Scaling は、特定イベントの発生後にインスタンスの再分散を試みません。ただし、
スケールアウトまたはスケールインのイベントが発生した場合でも、スケーリングプロセスはアベイラ
ビリティーゾーン間のバランスを調整します。たとえば、スケールアウト中に、インスタンスが最も少
ないアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動します。AZRebalance が中断されている間にグ
ループのバランスがとれなくなった場合、そのプロセスを再開しても、Amazon EC2 Auto Scaling はグ
ループのバランスを再調整しようとしません。最初に Launch を呼び出してから Terminate を呼び出
します。
シナリオ 6: HealthCheck が中断される
• Amazon EC2 Auto Scaling は、EC2 および Elastic Load Balancing のヘルスチェックの結果として、
インスタンスに異常とマークしなくなります。カスタムヘルスチェックは引き続き正常に機能しま
す。HealthCheck を中断した後、必要に応じて、グループ内のインスタンスのヘルス状態を手動で設
定し、ReplaceUnhealthy がそれらのインスタンスを置き換えるようにできます。
シナリオ 7: InstanceRefresh が中断される
• Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンス更新の結果としてのインスタンスの置き換えを停止しま
す。進行中のインスタンス更新がある場合、操作はキャンセルされず、一時停止されます。
シナリオ 8: ReplaceUnhealthy が中断される
• Amazon EC2 Auto Scaling は、異常とマークされたインスタンスを置き換えなくなります。EC2
または Elastic Load Balancing のヘルスチェックに失敗したインスタンスも異常とマークされま
す。ReplaceUnhealthly プロセスを再開するとすぐに、Amazon EC2 Auto Scaling はこのプロセスが
中断されている間に異常とマークされたインスタンスを置き換えます。ReplaceUnhealthy プロセス
は最初に Terminate を呼び出し、次に Launch を呼び出します。
シナリオ 9: ScheduledActions が中断される
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• Amazon EC2 Auto Scaling は、中断期間中に実行されるようにスケジュールされたアクションを実行し
ません。ScheduledActions を再開すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、スケジュールされたアク
ションのうち、実行時間が過ぎていないもののみを考慮します。

追加の考慮事項
さらに、Launch または Terminate が中断される場合は、以下の機能が正しく機能しない可能性があり
ます。
• インスタンスの最大有効期間 – Launch または Terminate が中断される場合、インスタンスの最大有
効期間機能がインスタンスを置き換えることはできません。
• スポットインスタンスの中断 – Terminate が中断されていて、Auto Scaling グループにスポットイン
スタンスがある場合には、使用可能なスポットキャパシティーがなくなった状態であっても、依然とし
てそれらのインスタンスを終了することが可能です。Launch が中断されている間、Amazon EC2 Auto
Scaling は、別のスポットインスタンスプール、または同じスポットインスタンスプール (再度利用可能
になったとき) から代替インスタンスを起動できません。
• 容量の再調整 – Terminate が中断されており、スポットインスタンスの中断に対応するために容量の
再調整を使用する場合、Amazon EC2 スポットサービスは引き続き、スポット容量が利用できなくなっ
たときにインスタンスを終了できます。Launch が中断される場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、別
のスポットインスタンスプール、または同じスポットインスタンスプール (再度利用可能になったとき)
から代替インスタンスを起動できません。
• インスタンスのアタッチとデタッチ - Launch と Terminate が中断されると、Auto Scaling グループに
アタッチされているインスタンスをデタッチすることはできますが、Launch が中断されている間は、
新しいインスタンスをそのグループにアタッチできません。
• スタンバイインスタンス – Launch と Terminate が中断されると、インスタンスを Standby 状態に
することはできますが、Launch の中断中に Standby 状態のインスタンスを service に戻すことはでき
ません。

停止および再開プロセス (コンソール)
以下の手順に従って、プロセスを中断します。

プロセスを停止するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

4.

[Suspended processes (中断したプロセス)] で、停止するプロセスを選択します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

準備ができたら、以下の手順に従って、中断されたプロセスを再開します。

プロセスを再開する
1.

[詳細] タブで、[高度な設定]、[編集] の順に選択します。

2.

[Suspended processes] (中断されたプロセス) で、中断されたプロセスを削除します。

3.

[Update] (更新) を選択します。
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プロセスを中断および再開する (AWS CLI)
以下の suspend-processes コマンドを使用して、個々のプロセスを中断します。
aws autoscaling suspend-processes --auto-scaling-group-name my-asg --scalingprocesses HealthCheck ReplaceUnhealthy

すべてのプロセスを中断するには、以下のように --scaling-processes オプションを削除します。
aws autoscaling suspend-processes --auto-scaling-group-name my-asg

中断されたプロセスを再開する準備ができたら、以下の resume-processes コマンドを使用します。
aws autoscaling resume-processes --auto-scaling-group-name my-asg --scalingprocesses HealthCheck

中断されたすべてのプロセスを再開するには、以下のように --scaling-processes オプションを削除
します。
aws autoscaling resume-processes --auto-scaling-group-name my-asg
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Auto Scaling インスタンスとグルー
プを監視する
モニタリングは、Amazon EC2 Auto Scaling およびアマゾン ウェブ サービスクラウドソリューションの
信頼性、可用性、およびパフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、Amazon EC2 Auto
Scaling を監視したり、問題が発生したときに報告したり、必要に応じて自動アクションを実行したりする
ために以下のモニタリングツールが用意されています。
ヘルスチェック
Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループのインスタンスに対して定期的にヘルスチェッ
クを実行します。インスタンスがヘルスチェックに合格しない場合、そのインスタンスは異常とマー
クされ、Amazon EC2 Auto Scaling が代替として新しいインスタンスを起動している間に終了しま
す。詳しくは、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。
AWS Health Dashboard
AWS Health Dashboard は情報を表示し、AWS リソースのヘルスの変更によってトリガーされる通
知も提供します。情報は 2 つの方法で表示されます。ダッシュボードには、最近のイベントおよび
予定されているイベントがカテゴリ別に分類されて表示されます。詳細なイベントログには、過去
90 日間のすべてのイベントが表示されます。詳しくは、「Amazon EC2 Auto Scaling の AWS Health
Dashboard 通知 (p. 269)」を参照してください。
CloudWatch アラーム
異常なアプリケーション動作を検出するには、AWS リソースに関する特定のメトリクスを自動的に
モニタリングする CloudWatch が役立ちます。CloudWatch アラームを設定し、メトリクスの値が期
待どおりでない場合または特定の異常が検出された場合に E メールを送信する Amazon SNS 通知を
設定できます。たとえば、ネットワークアクティビティがメトリクスの期待値よりも急激に高くなっ
た、または低くなったときに、通知を受け取ることができます。詳しくは、「Auto Scaling グループ
とインスタンスの CloudWatch メトリクスを監視する (p. 269)」を参照してください。
CloudWatch ダッシュボード
CloudWatch ダッシュボードは、CloudWatch コンソールのカスタマイズ可能なホームページです。
これらのページを使用して、異なるリージョンにまたがるリソースも含めて、単一のビューでリソー
スをモニタリングできます。CloudWatch ダッシュボードを使用して、AWS リソースのメトリクス
およびアラームをカスタマイズした状態で表示することができます。詳細については、「Amazon
CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。
CloudTrail ログ
AWS CloudTrail により、Amazon EC2 Auto Scaling API に対する呼び出しを追跡でき、または AWS
アカウントのユーザーに代わって追跡できます。CloudTrail は、その情報をログファイルの形で指定
した Amazon S3 バケットに格納します。これらのログファイルを使用して、Auto Scaling グループの
動作をモニタリングできます。ログには、実行されたリクエスト、そのリクエストの作成元のソース
IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などが含まれています。詳しくは、「AWS
CloudTrail を使用して Amazon EC2 Auto Scaling API コールをログする (p. 279)」を参照してくださ
い。
CloudWatch Logs
CloudWatch Logs は、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、またはその他のソースのログファイ
ルの監視、保存、アクセスができます。CloudWatch Logs は、ログファイル内の情報をモニタリング
し、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたストレージにログデータを
アーカイブすることも可能です。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドを参照
してください。
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Amazon Simple Notification Service Notifications
Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動または終了するときに Amazon SNS 通知を送信する
ように、Auto Scaling グループを設定できます。詳しくは、「Auto Scaling グループのスケール時に
Amazon SNS 通知を受け取る (p. 281)」を参照してください。

Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック
Auto Scaling インスタンスのヘルスステータスは、正常または異常のどちらかを示します。Auto Scaling
グループ内のすべてのインスタンスは正常な状態でスタートします。インスタンスに異常があるという通
知を Amazon EC2 Auto Scaling が受け取らない限り、インスタンスは正常であると見なされます。この通
知は、Amazon EC2、Elastic Load Balancing、またはカスタムヘルスチェックなどのソースから送られる
可能性があります。Amazon EC2 Auto Scaling が異常なインスタンスを検出すると、そのインスタンスを
終了して新しいインスタンスを起動します。
目次
• ヘルスチェックタイプ (p. 262)
• Amazon EC2 ヘルスチェック (p. 263)
• Elastic Load Balancing のヘルスチェック (p. 263)
• カスタムヘルス検出タスク (p. 264)
• 異常なインスタンスの置き換え (p. 265)
• Amazon EC2 Auto Scaling によってダウンタイムが最小限に抑えられる仕組み (p. 265)
• ヘルスチェックの考慮事項 (p. 266)
• 追加情報 (p. 267)
• Auto Scaling グループにヘルスチェックの猶予期間を設定する (p. 267)

ヘルスチェックタイプ
Amazon EC2 Auto Scaling は、以下のヘルスチェックの 1 つ、または複数を使用することで、インスタン
スのヘルスステータスを判別できます。
ヘルスチェックタイプ

チェックする事柄

Amazon EC2 ステータスチェッ
クと予定されているイベント

• インスタンスが実行中であることをチェックします。
• ハードウェアまたはソフトウェアの根本的な問題で、インスタン
スの機能を損なう可能性があるものをチェックします。
これは、Auto Scaling グループに対するデフォルトのヘルスチェッ
クタイプです。

Elastic Load Balancing のヘルス
チェック

• ロードバランサーがインスタンスを正常として報告しているかど
うかをチェックして、インスタンスがリクエストを処理できるこ
とを確認します。
このヘルスチェックタイプを実行するには、Auto Scaling グループ
に対してこのタイプを有効にする必要があります。

カスタムヘルスチェック

• カスタムヘルスチェックに従って、インスタンスのヘルス問題を
示す可能性のあるその他の問題をチェックします。
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Amazon EC2 ヘルスチェック
インスタンスが起動されると、インスタンスは Auto Scaling グループにアタッチされ、InService 状態
になります。Auto Scaling グループ内のインスタンスの異なるライフサイクル状態に関する詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling インスタンスのライフサイクル (p. 8)」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスのヘルスステータスを定
期的にチェックすることで、それらが実行中で良好な状態であることを確認します。
ステータスチェック
Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EC2 インスタンスのステータスチェックとシステムステータス
チェックの結果を使用して、インスタンスのヘルスステータスを判断します。インスタンスが running
以外の Amazon EC2 状態である場合、またはステータスチェックのステータスが impaired になった場
合、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを異常であると見なし、そのインスタンスを置き換えま
す。これには、インスタンスが以下のいずれかの状態にある場合が含まれます。
• stopping
• stopped
• shutting-down
• terminated
Amazon EC2 ステータスチェックに特別な設定は必要なく、常に有効になっています。詳細については、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用 ユーザーガイド」の「ステータスチェックのタイプ」を参照してく
ださい。

Important
Amazon EC2 Auto Scaling は、何のアクションも実行せずにステータスチェックを不合格にする
ことがあります。ステータスチェックが不合格になると、Amazon EC2 Auto Scaling は AWS が
問題を解決するまで数分待機します。ステータスチェックのステータスが impaired になって
も、インスタンスはただちに異常としてマークされません。
ただし、インスタンスが running 状態ではなくなったことを Amazon EC2 Auto Scaling が検出
すると、この状況は即時不合格として扱われます。この場合、インスタンスは直ちに異常として
マークされ、置き換えられます。
予定されているイベント
Amazon EC2 は、インスタンスのイベントを、特定のタイムスタンプ後に実行されるようにスケジュール
することがあります。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「イン
スタンスの予定されたイベント」を参照してください。
インスタンスのいずれかが予定されているイベントの影響を受ける場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、
そのインスタンスを異常と見なして置き換えます。インスタンスの終了は、タイムスタンプで指定された
日付と時刻に到達するまで開始されません。

Elastic Load Balancing のヘルスチェック
Auto Scaling グループに対して Elastic Load Balancing ヘルスチェックを有効にすると、Amazon EC2
Auto Scaling はこれらのヘルスチェックの結果を使用して、インスタンスのヘルスステータスを判断する
ことができます。
Auto Scaling グループに対して Elastic Load Balancing ヘルスチェックを有効にする前に、以下を行う必要
があります。
• Elastic Load Balancing ロードバランサーをセットアップし、ロードバランサーがインスタンスの正常性
を判断するために使用するヘルスチェックを設定する。
• Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチする。
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上記のアクションを完了したら、以下が行われます。
• Amazon EC2 Auto Scaling が、Auto Scaling グループ内のインスタンスをロードバランサーに登録しま
す。
• インスタンスの登録が終了すると、インスタンスは InService 状態になり、ロードバランサーで使用
できるようになります。
デフォルトで、Amazon EC2 Auto Scaling は Elastic Load Balancing ヘルスチェックの結果を無視します
が、これらのヘルスチェックは Auto Scaling グループに対して有効にすることができます。これらのヘル
スチェックを有効化し、Elastic Load Balancing が登録されたインスタンスを unhealthy として報告する
と、Amazon EC2 Auto Scaling は、次回の定期ヘルスチェックでそのインスタンスを unhealthy として
マークし、置き換えます。
ロードバランサーに対して Connection Draining が有効になっている場合、Amazon EC2 Auto Scaling
は、処理中のリクエストが完了するまで、または最大タイムアウト時間が終了するまで待機してから、異
常なインスタンスを終了します。
Auto Scaling グループに対して Elastic Load Balancing ヘルスチェックを有効にする方法の詳細について
は、「Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加する (p. 303)」を参照して
ください。

Note
グループに対して Elastic Load Balancing ヘルスチェックを有効にすると、Amazon EC2 Auto
Scaling は異常として報告されたインスタンスを終了して置き換えることができますが、これらは
ロードバランサーが InService 状態になるまで行われません。詳細については、「ロードバラ
ンサーのアタッチメントステータスについて (p. 302)」を参照してください。

カスタムヘルス検出タスク
Auto Scaling グループ内のインスタンスに対してカスタムヘルス検出タスクを実行して、タスクが失敗す
る場合はインスタンスのヘルスステータスを異常として設定したい場合もあります。これは、カスタムヘ
ルスチェック、Amazon EC2 ステータスチェック、および Elastic Load Balancing ヘルスチェック (有効に
なっている場合) の組み合わせを使用することで、ヘルスチェックを拡張します。
インスタンスのヘルス情報は、AWS CLI または SDK を使用して Amazon EC2 Auto Scaling に直接送信す
ることができます。次の例は、AWS CLI を使用してインスタンスのヘルス状態を設定し、インスタンスの
ヘルス状態を確認する方法を示しています。
次の set-instance-health コマンドを使用して、指定されたインスタンスのヘルス状態を Unhealthy に設
定します。
aws autoscaling set-instance-health --instance-id i-1234567890abcdef0 --health-status
Unhealthy

デフォルトで、このコマンドはヘルスチェックの猶予期間を守りますが、--no-should-respectgrace-period オプションを含めることでこの動作を上書きし、猶予期間を守らないようにすることも可
能です。
次の describe-auto-scaling-groups コマンドを使用して、インスタンスの状態が Unhealthy であることを
確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg

次に示すのは、インスタンスのヘルスステータスが Unhealthy であり、インスタンスが終了中であるこ
とを示す応答の例です。
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{

}

"AutoScalingGroups": [
{
....
"Instances": [
{
"ProtectedFromScaleIn": false,
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "1",
"LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcdef0"
},
"InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"HealthStatus": "Unhealthy",
"LifecycleState": "Terminating"
},
...
]
}
]

異常なインスタンスの置き換え
Amazon EC2 Auto Scaling が InService インスタンスを異常であると判断すると、インスタンスが終了
されると同時に、新しい代替インスタンスが起動されます。新しいインスタンスは、Auto Scaling グルー
プの現在の設定、およびそれに関連する起動テンプレートまたは起動設定を使用して起動します。
Amazon EC2 Auto Scaling により、異常があるインスタンスを終了する新しいスケーリングアクティビ
ティが作成され、異常があるインスタンスが終了されます。インスタンスの終了中、別のスケーリングア
クティビティが新しいインスタンスを起動します。

ヘルスチェックの失敗の理由を表示するには (コンソール)
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Activity (アクティビティ)] タブの [Activity history (アクティビティ履歴)] の下の [Status (ステータス)]
列に、Auto Scaling グループがインスタンスを正常に起動したか、終了したかが表示されます。
正常でないインスタンスを終了した場合、原因列には、終了の日時、およびヘルスチェックが失敗し
た理由が表示されます。例えば、At 2022-05-14T20:11:53Z an instance was taken out
of service in response to an ELB system health check failure です。

Amazon EC2 Auto Scaling によってダウンタイムが最
小限に抑えられる仕組み
ヘルスチェックの置き換えでは、最初にインスタンスが終了される必要があります。そのため、新しいイ
ンスタンスが起動するまでは、新しいリクエストが受け入れられない可能性があります。
Amazon EC2 Auto Scaling は、どのインスタンスも実行されていないこと、または set-instance-health コ
マンドで異常とマークされたことを認識すると、それらを直ちに置き換えます。ただし、他のインスタン
スが異常である場合、Amazon EC2 Auto Scaling は不合格状態からの回復に以下のアプローチを使用しま
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す。このアプローチは、一時的な問題、または誤設定されたヘルスチェックが原因で発生する可能性があ
るダウンタイムを最小限に抑えます。
• スケーリングアクティビティが進行中で、Auto Scaling グループの容量が希望容量を 10% 以上下回って
いる場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、進行中のスケーリングアクティビティの終了を待ってから、
異常なインスタンスを置き換えます。
• スケールアウト時、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスが最初のヘルスチェックに合格するのを
待ちます。また、デフォルトのインスタンスウォームアップが完了するのを待って、新しいインスタン
スの準備が整っていることも確実にします。
• インスタンスがウォームアップを完了し、グループの容量が希望容量の 90% を超えると、Amazon EC2
Auto Scaling は以下のように異常なインスタンスを置き換えます。
• Amazon EC2 Auto Scaling が一度に置き換えるインスタンスはグループの希望容量の最大 10% のみ
で、異常なインスタンスのすべてが置き換えられるまで続行されます。
• インスタンスを置き換えるときは、新しいインスタンスが最初のヘルスチェックに合格するのを待ち
ます。また、デフォルトのインスタンスウォームアップが完了するのも待ち、完了後に続行します。

Note
Auto Scaling グループのサイズが、結果として得られる 10% の値が 1 未満になるほど 小さい場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は異常なインスタンスを一度に 1 つずつ置き換えます。これは、
グループのダウンタイムの原因になる可能性があります。
また、Auto Scaling グループ内のすべてのインスタンスが異常であると Elastic Load Balancing
ヘルスチェックが報告し、ロードバランサーが InService 状態である場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は一度に異常としてマークするインスタンス数を減らすことがあります。そうすること
で、他のシナリオに適用される 10% よりも、一度に置き換えられるインスタンスの数を大幅に削
減することができます。これは、Amazon EC2 Auto Scaling がグループ全体を自動的に終了する
ことなく、問題に対処する時間を提供します。

ヘルスチェックの考慮事項
このセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling ヘルスチェックに関する考慮事項について説明します。
• 終了処理中のインスタンス、または起動中のインスタンスで何かを実行する必要がある場合は、ライフ
サイクルフックを使用することができます。これらのフックを使用すると、Amazon EC2 Auto Scaling
がインスタンスを起動または終了する時点で、カスタムアクションを実行できます。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、そのヘルスチェックから Amazon EC2 ステータスチェックと予定され
ているイベントを削除する方法を提供しません。インスタンスが置き換えられないようにしたい場合
は、個々の Auto Scaling グループについて ReplaceUnhealthy プロセスと HealthCheck プロセスを
停止することをお勧めします。詳細については、「Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開す
る (p. 255)」を参照してください。
• 異常なインスタンスのヘルスステータスを手動で正常に戻すには、set-instance-health コマンドを使用
してみることができます。エラーが発生する場合、その原因はインスタンスが既に終了中であるためだ
と考えられます。一般に、set-instance-health コマンドを使用してインスタンスのヘルスステータスを
正常に戻すことが役に立つのは、ReplaceUnhealthy プロセスまたは Terminate プロセスが中断さ
れている場合のみです。
• Amazon EC2 Auto Scaling は、Standby 状態のインスタンスに対してヘルスチェックを実行しません。
詳細については、「Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に削除する (p. 251)」を参照してく
ださい。
• インスタンスを削除すると、関連付けられたすべての Elastic IP アドレスは関連付けを解除され、新し
いインスタンスと自動的に関連付けられることはありません。これらの Elastic IP アドレスと新しいイ
ンスタンスは、手動で関連付けるか、ライフサイクルフックベースのソリューションを使用して自動的
に関連付ける必要があります。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
elastic IP アドレスを参照してください。
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• 同様に、インスタンスが終了されると、それにアタッチされている EBS ボリュームがデタッチ (また
は、ボリュームの DeleteOnTermination 属性に応じて削除) されます。これらの EBS ボリューム
は、新しいインスタンスに手動でアタッチするか、ライフサイクルフックベースのソリューションを
使用して自動的にアタッチする必要があります。詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用
ユーザーガイドの「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ」を参照してください。

追加情報
ヘルスチェックのトラブルシューティングについては、「Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシュー
ティングする: ヘルスチェック (p. 389)」を参照してください。ヘルスチェックが失敗した場合は、この
トピックでトラブルシューティング手順を確認してください。このトピックは、Auto Scaling グループで
何が問題だったのかを理解し、その修正方法のヒント得るのに役立ちます。
Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EC2、Amazon EBS、またはカスタムヘルスチェックを使用し
てウォームプールで起動したインスタンスのヘルスもモニタリングします。詳細については、「ヘルス
チェックのステータスとヘルスチェックの失敗理由を表示する (p. 234)」を参照してください。

Auto Scaling グループにヘルスチェックの猶予期間を
設定する
ヘルスチェックの猶予期間は、新しいインスタンスが異常である場合に、そのインスタンスを終了するま
で実行状態にしておく最小時間 (秒単位) を指定します。特定のユースケースとしては、インスタンスがま
だ初期化中であることから、Elastic Load Balancing ヘルスチェックに基づくアクションの実行を待機す
る要件などがあります。猶予期間は、新しく起動されたインスタンスが InService 状態になった後で直
ちにこれらのヘルスチェックに合格しなかった場合に、Amazon EC2 Auto Scaling がそれらを異常として
マークして、不必要に終了することがないようにします。
コンソールでは、Auto Scaling グループを作成するときのヘルスチェックの猶予期間がデフォルトで 300
秒になっています。AWS CLI または SDK を使用して Auto Scaling グループを作成するときのデフォルト
値は 0 秒です。
この値を高く設定しすぎると、Amazon EC2 Auto Scaling ヘルスチェックの効果が低減します。インスタ
ンスの起動にライフサイクルフックを使用する場合は、ヘルスチェックの猶予期間の値を 0 に設定できま
す。ライフサイクルフックを使用すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスが常に初期化され
てから InService 状態になることを確実にするための手段を提供します。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。
猶予期間は以下のインスタンスに適用されます。
• 新しく起動されたインスタンス
• スタンバイ状態になった後で実行状態に戻されるインスタンス
• グループに手動でアタッチされるインスタンス

Important
ヘルスチェックの猶予期間中に Amazon EC2 Auto Scaling が Amazon EC2 running 状態ではな
くなったインスタンスを検出した場合は、直ちにそのインスタンスを異常としてマークし、置き
換えます。例えば、Auto Scaling グループのインスタンスを停止すると、そのインスタンスは異
常とマークされ、置き換えられます。

グループにヘルスチェックの猶予期間を設定する
ヘルスチェックの猶予期間は、新規または既存の Auto Scaling グループに設定できます。
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Console
新規グループのヘルスチェックの猶予期間を変更する (コンソール)
Auto Scaling グループを作成するときは、[Configure advanced options] (詳細オプションを設定する)
ページにある [Health checks] (ヘルスチェック) の [Health check grace period] (ヘルスチェックの猶
予期間) に、猶予時間を秒単位で入力します。これは、インスタンスが InService 状態になった後
で、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスのヘルスステータスチェックの実行を待つ必要がある
時間です。
AWS CLI
新規グループのヘルスチェックの猶予期間を変更する (AWS CLI)
create-auto-scaling-group コマンドに --health-check-grace-period オプションを追加します。
以下の例は、my-asg という名前の新しい Auto Scaling グループに対するヘルスチェック猶予期間を
60 秒の値で設定します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --healthcheck-grace-period 60 ...

Console

既存グループのヘルスチェックの猶予期間を変更する (コンソール)
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペイン
で [Auto Scaling グループ] を選択します。
画面の上部のナビゲーションバーで、Auto Scaling グループを作した AWS リージョン を選択し
ます。

3.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

4.

[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。
[Details] (詳細) タブで、[Health checks] (ヘルスチェック)、[Edit] (編集) の順に選択します。

5.

[Health check grace period] (ヘルスチェックの猶予期間) に、秒単位で時間を入力します。これ
は、インスタンスが InService 状態になった後で、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンス
のヘルスステータスチェックの実行を待つ必要がある時間です。

6.

[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI
既存グループのヘルスチェックの猶予期間を変更する (AWS CLI)
update-auto-scaling-group コマンドに --health-check-grace-period オプションを追加しま
す。以下の例は、my-asg という名前の既存の Auto Scaling グループに対するヘルスチェック猶予期
間を 120 秒の値で設定します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --healthcheck-grace-period 120

Note
Auto Scaling グループに対してデフォルトのインスタンスウォームアップ時間を設定することも
強く推奨されます。すべてのインスタンスウォームアップ、ヘルスチェックの猶予期間、および
クールダウンの設定の統合ビューについては、「利用可能なウォームアップ設定とクールダウン
設定 (p. 160)」を参照してください。
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Amazon EC2 Auto Scaling の AWS Health
Dashboard 通知
AWS Health Dashboard は、Amazon EC2 Auto Scaling からの通知をサポートします。これらの通知は、
アプリケーションに影響を与える可能性のあるリソースのパフォーマンスや可用性の問題の把握と修復の
ガイダンスを提供します。現在使用できるのは、存在しないセキュリティグループおよび起動テンプレー
トに固有のイベントのみです。
AWS Health Dashboard は AWS Health サービスの一部です。セットアップは一切必要なく、アカウント
で認証されるすべてのユーザーが表示できます。詳細については、「Getting started with the AWS Health
Dashboard」を参照してください。
次のようなメッセージを受信した場合は、アクションを実行するためのアラームとして処理する必要があ
ります。
例: 欠落したセキュリティグループが原因で Auto Scaling グループがスケールアウトされていない
Hello,
At 2020-01-11 04:00 UTC, we detected an issue with your Auto Scaling group [ARN] in
AWS ##### 123456789012.
A security group associated with this Auto Scaling group cannot be found. Each time a
scale out operation is performed, it will be prevented until you make a change that
fixes the issue.
We recommend that you review and update your Auto Scaling group configuration to change
the launch template or launch configuration that depends on the unavailable security
group.
Sincerely,
Amazon Web Services

例: 欠落した起動テンプレートが原因で Auto Scaling グループがスケールアウトされていない
Hello,
At 2021-05-11 04:00 UTC, we detected an issue with your Auto Scaling group [ARN] in
AWS ##### 123456789012.
The launch template associated with this Auto Scaling group cannot be found. Each time
a scale out operation is performed, it will be prevented until you make a change that
fixes the issue.
We recommend that you review and update your Auto Scaling group configuration and
specify an existing launch template to use.
Sincerely,
Amazon Web Services

Auto Scaling グループとインスタンスの
CloudWatch メトリクスを監視する
メトリクスは Amazon CloudWatch での基本的な概念です。メトリクスは、&CW; に発行された時系列の
データポイントのセットを表します。メトリクスは監視対象の変数と考え、データポイントは時間の経過
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と共に変数の値を表します。これらのメトリクスを使用して、システムが正常に実行されていることを確
認できます。
Auto Scaling グループに関する情報を収集する Amazon EC2 Auto Scaling メトリクスは、AWS/
AutoScaling 名前空間にあります。Auto Scaling インスタンスから CPU やその他の使用状況データを収
集する Amazon EC2 インスタンスメトリクスは、AWS/EC2 名前空間にあります。
Amazon EC2 Auto Scaling コンソールには、グループメトリクスとグループの集計インスタンスメトリ
クスの一連のグラフが表示されます。必要に応じて、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールではなく
Amazon CloudWatch から Auto Scaling グループのデータとインスタンスにアクセスできます。
詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。
目次
• 使用できるメトリクスとディメンション (p. 270)
• Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする (コンソール) (p. 274)
• Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする (AWS CLI) (p. 275)
• Auto Scaling インスタンスのモニタリングを設定する (p. 275)
• Amazon EC2 Auto Scaling コンソールでモニタリンググラフを表示する (p. 277)

使用できるメトリクスとディメンション
Note
このセクションでは、AWS/AutoScaling 名前空間のさまざまなタイプのメトリクスを一覧表示
します。
AWS/EC2 名前空間で使用可能なメトリクスの情報については、「Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示」
を参照してください。AWS/EC2 名前空間でメトリクスの詳細モニタリングを有効にする方法
や、Auto Scaling グループの EC2 インスタンスからメモリメトリクスを収集する方法について
は、「Auto Scaling インスタンスのモニタリングを設定する (p. 275)」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling は AWS/AutoScaling 名前空間に以下のメトリクスを公開します。
Amazon EC2 Auto Scaling は、ベストエフォートベースで毎分、CloudWatch にサンプルデータを送信し
ます。CloudWatch でサービスの中断が発生するまれなケースでは、グループメトリクス履歴のギャップ
を埋めるためのデータのバックフィルは行われません。
目次
• Auto Scaling グループメトリクス (p. 270)
• Auto Scaling グループメトリクスのディメンション (p. 273)
• 予測スケーリングのメトリクスとディメンション (p. 273)

Auto Scaling グループメトリクス
グループメトリクスが有効になっている場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、次のメトリクスを
CloudWatch に送信します。メトリクスは、追加料金なしで 1 分単位で利用できますが、有効にする必要
があります。これらのメトリクスを使用して、グループサイズの経時変化など、Auto Scaling グループの
履歴をほぼ継続的に把握することができます。
メトリクス

説明

GroupMinSize

Auto Scaling グループの最小サイズ。
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メトリクス

説明
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupMaxSize

Auto Scaling グループの最大サイズ。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupDesiredCapacity

Auto Scaling グループが保持しようとするインスタンスの数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupInServiceInstances

Auto Scaling グループの一部として実行するインスタンスの数。こ
のメトリクスには保留中もしくは終了処理中のインスタンスは含ま
れません。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupPendingInstances

保留中のインスタンスの数。保留中のインスタンスは、稼働状態で
はありません。このメトリクスには稼働中もしくは終了処理中のイ
ンスタンスは含まれません。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupStandbyInstances

Standby 状態にあるインスタンスの数。この状態のインスタンスは
まだ実行中ですが、実際には使用されていません。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupTerminatingInstances 終了処理中のインスタンスの数。このメトリクスには稼働中もしく
は保留中のインスタンスは含まれません。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。
GroupTotalInstances

Auto Scaling グループに含まれるインスタンスの合計数。このメト
リクスは稼働中、保留中、および終了処理中のインスタンスの数を
特定します。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

上表のメトリクスに加えて、Amazon EC2 Auto Scaling は、各インスタンスが表すキャパシティユニッ
ト数の集計カウントとして、グループメトリクスもレポートします。インスタンスの重み付けが適用さ
れない場合、以下のメトリクスが入力されますが、上表で定義されているメトリクスと等しくなります。
重み付けの使用の詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のインスタンスの重み付けを設定す
る (p. 70)」(Amazon EC2 Auto Scaling のインスタンスの重み付けを設定する) および「属性ベースのイン
スタンスタイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する (p. 76)」(属性ベースのインスタンス
タイプの選択を使用して Auto Scaling グループを作成する) を参照してください。
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メトリクス

説明

GroupInServiceCapacity

Auto Scaling グループの一部として実行されているキャパシティー
ユニットの数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupPendingCapacity

保留中のキャパシティーユニットの数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupStandbyCapacity

Standby 状態にあるキャパシティーユニットの数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupTerminatingCapacity

終了処理中のキャパシティーユニットの数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

GroupTotalCapacity

Auto Scaling グループ内のキャパシティーユニットの合計数。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

Amazon EC2 Auto Scaling は、ウォームプールを持つ Auto Scaling グループの以下のメトリクスもレポー
トします。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のウォームプール (p. 227)」を参照してくださ
い。
メトリクス

説明

WarmPoolMinSize

ウォームプールの最小サイズ。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

WarmPoolDesiredCapacity

Amazon EC2 Auto Scaling がウォームプールで維持しようとする
キャパシティーの量。
これは、Auto Scaling グループの最大サイズから希望するキャパ
シティーを引いた値に相当します。また、設定されている場合
は、Auto Scaling グループの準備されている最大キャパシティーか
ら希望するキャパシティーを引いた値に相当します。
ただし、ウォームプールの最小サイズが、最大サイズ (または設定
されている場合は、準備された最大キャパシティー) と Auto Scaling
グループの希望するキャパシティーの差以上である場合、希望する
ウォームプールのキャパシティーは WarmPoolMinSize に等しくな
ります。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。
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メトリクス

説明

WarmPoolPendingCapacity

保留中のウォームプール内のキャパシティー量。このメトリクスに
は実行中、停止中、または終了処理中のインスタンスは含まれませ
ん。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

WarmPoolTerminatingCapacity終了処理中のウォームプールのキャパシティーの量。このメトリク
スには実行中、停止中、または保留中のインスタンスは含まれませ
ん。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。
WarmPoolWarmedCapacity

スケールアウト中に Auto Scaling グループに入れることができる
キャパシティーの量。このメトリクスには保留中もしくは終了処理
中のインスタンスは含まれません。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

WarmPoolTotalCapacity

実行中、停止中、保留中、または終了処理中のインスタンスを含
む、ウォームプールの合計キャパシティー。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

Auto Scaling グループとウォームプールを合わせた希望するキャパ
GroupAndWarmPoolDesiredCapacity
シティー。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。
Auto Scaling グループとウォームプールを合わせた合計キャパシ
GroupAndWarmPoolTotalCapacity
ティー。これには、実行中、停止中、保留中、終了処理中、または
稼働中のインスタンスが含まれます。
レポート基準: メトリクス収集が有効になっている場合に報告されま
す。

Auto Scaling グループメトリクスのディメンション
以下のディメンションを使用して、前の表に示したメトリクスを絞り込むことができます。
ディメンション

説明

AutoScalingGroupName

Auto Scaling グループの名前をフィルターします。

予測スケーリングのメトリクスとディメンション
AWS/AutoScaling 名前空間には、予測スケーリングに関する以下のメトリクスが含まれます。
メトリクスは、1 時間の解像度で使用できます。
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予測値を実際の値と比較することで、予測精度を評価できます。これらのメトリクスを使用した予測精度
の評価についての詳細は、「CloudWatch による予測スケーリングメトリクスのモニタリング (p. 183)」
(CloudWatch で予測スケーリングメトリクスをモニタリングする) を参照してください。
メトリクス

説明

ディメンション

アプリケーションによって生成されることが予想
PredictiveScalingLoadForecast
される負荷の量。
Average、Minimum、Maximum の統計は有用です
が、Sum の統計は有用ではありません。

AutoScalingGroupName,
PolicyName,
PairIndex

レポート基準: 初期予測の作成後にレポートされま
す。
アプリケーションの需要を満たすために必要で
PredictiveScalingCapacityForecast
あると予想されるキャパシティ。これは、Auto
Scaling インスタンスを維持するための負荷予測と
目標使用率レベルに基づいています。

AutoScalingGroupName,
PolicyName

Average、Minimum、Maximum の統計は有用です
が、Sum の統計は有用ではありません。
レポート基準: 初期予測の作成後にレポートされま
す。

Note
PairIndex ディメンションは、Amazon EC2 Auto Scaling によって割り当てられた際に、負荷
スケーリングメトリクスペアのインデックスに関連付けられた情報を返します。現在、有効な値
は 0 のみです。

Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする (コ
ンソール)
Auto Scaling グループメトリクスを有効にすると、Auto Scaling グループは毎分 CloudWatch にサンプリ
ングしたデータを送信します。これらのメトリクスの有効化には料金はかかりません。

グループメトリクスを有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Monitoring] (モニタリング) タブで、ページ上部の [Auto Scaling] の下にある [Auto Scaling group
metrics collection] (Auto Scaling グループのメトリクスのコレクション) を選択し、[Enable] (有効化)
チェックボックスをオンにします。

グループメトリクスを無効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling スケーリンググループを選択します。
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3.

[モニタリング] タブで、[Auto Scaling group metrics collection (Auto Scaling グループメトリクスの収
集)] の [Enable (有効)] チェックボックスをオフにします。

Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする
(AWS CLI)
グループメトリクスを有効にするには
enable-metrics-collection コマンドを使用して、1 つ以上のグループメトリクスを有効にします。例えば、
次のコマンドは GroupDesiredCapacity メトリクスを有効にします。
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg \
--metrics GroupDesiredCapacity --granularity "1Minute"

--metrics メトリクスを省略した場合、すべてのメトリクスが有効になります。
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg \
--granularity "1Minute"

グループメトリクスを無効にするには
disable-metrics-collection コマンドを使用します。例えば、次のコマンドはすべての Auto Scaling グルー
プメトリクスを無効にします。
aws autoscaling disable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg

Auto Scaling インスタンスのモニタリングを設定する
Amazon EC2 は、インスタンスから未加工データを収集して、Auto Scaling グループの CPU やその他の
使用率データを記述する、読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに加工します。これらのメトリ
クスをモニタリングする間隔を、1 分または 5 分のいずれかに設定できます。
インスタンスモニタリングは、インスタンスが起動されるたびに、基本モニタリング (5 分ごと) または詳
細モニタリング (1 分ごと) で有効になります。詳細モニタリングでは追加料金が適用されます。詳細に
ついては、「Amazon CloudWatch の料金」と「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の
「CloudWatch を使用したインスタンスのモニタリング」を参照してください。
Auto Scaling グループを作成する前に、アプリケーションに適したモニタリングタイプを許可する起動テ
ンプレートまたは起動設定を作成する必要があります。グループにスケーリングポリシーを追加する場合
は、負荷の変動に迅速に対応するために、詳細モニタリングを使用して EC2 インスタンスのメトリクス
データを 1 分単位で取得することを強くお勧めします。
目次
• 詳細モニタリングを有効にするには (コンソール) (p. 275)
• 詳細モニタリングを有効にする (AWS CLI) (p. 276)
• 基本モニタリングと詳細モニタリングを切り替える (p. 276)
• CloudWatch エージェントを使用したその他のメトリクスの収集 (p. 277)

詳細モニタリングを有効にするには (コンソール)
デフォルトでは、AWS Management Console を使用して起動テンプレートまたは起動設定を作成した場
合、基本モニタリングが有効になります。
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起動テンプレートの詳細モニタリングを有効にするには
AWS Management Console を使用して起動テンプレートを作成する場合、[Advanced details] (詳細情報)
セクションの [Detailed CloudWatch monitoring] (詳細 CloudWatch モニタリング) で、[Enable] (有効) を選
択します。それ以外の場合は、基本モニタリングが有効です。詳細については、「起動テンプレートの高
度な詳細を設定する (p. 27)」を参照してください。
起動設定で詳細モニタリングを有効にするには
AWS Management Console を使用して起動設定を作成するときは、[追加設定] セクションで、[Enable
EC2 instance detailed monitoring within CloudWatch (CloudWatch 内で EC2 インスタンスの詳細モニタリ
ングを有効にする)] を選択します。それ以外の場合は、基本モニタリングが有効です。詳細については、
「起動設定を作成する (p. 41)」を参照してください。

詳細モニタリングを有効にする (AWS CLI)
デフォルトでは、AWS CLI を使用して起動テンプレートを作成すると、基本モニタリングが有効になりま
す。詳細モニタリングは、AWS CLI を使用して起動設定を作成する場合に有効になります。
起動テンプレートの詳細モニタリングを有効にするには
起動テンプレートの場合は、create-launch-template コマンドを使用して、起動テンプレートを作
成するための情報が含まれる JSON ファイルを渡します。モニタリング属性を "Monitoring":
{"Enabled":true} に設定して詳細モニタリングを有効にするか、または "Monitoring":
{"Enabled":false} に設定して基本モニタリングを有効にします。
起動設定で詳細モニタリングを有効にするには
起動設定の場合は、create-launch-configuration コマンドを --instance-monitoring オプションで使用
します。このオプションを true に設定して詳細モニタリングを有効に、または false に設定して基本モ
ニタリングを有効にします。
--instance-monitoring Enabled=true

基本モニタリングと詳細モニタリングを切り替える
新しい EC2 インスタンスで有効になるモニタリングのタイプを変更するには、起動テンプレートを更新す
るか、Auto Scaling グループを更新して新しい起動テンプレートまたは起動設定を使用します。既存のイ
ンスタンスは、以前に有効化されたモニタリングタイプを使用し続けます。すべてのインスタンスを更新
するには、すべてのインスタンスを終了して Auto Scaling グループに置き換えます。インスタンスを個々
に更新するには、monitor-instances および unmonitor-instances を使用します。

Note
インスタンスの更新機能と最大有効期間の機能を使用すると、Auto Scaling グループ内のすべて
のインスタンスを置き換えて、新しい設定を使用する新しいインスタンスを起動することもでき
ます。詳細については、「Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 101)」を参照してくださ
い。
基本モニタリングと詳細モニタリングを切り替えたときは、以下を実行します。
Auto Scaling グループに関連付けられている CloudWatch アラームがある場合は、put-metric-alarm コマン
ドを使用して各アラームを更新します。各間隔をモニタリングタイプに合わせます (基本モニタリングで
は 300 秒、詳細モニタリングでは 60 秒)。詳細モニタリングから基本モニタリングに変更しても、5 分間
アラームを更新しないと、1 分ごとに統計を確認し続けます。5 回のうち最大 4 回は利用可能なデータが
検出されない可能性があります。
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CloudWatch エージェントを使用したその他のメトリクスの収集
使用可能なメモリや、使用されているメモリなどのオペレーティングシステムレベルのメトリクスを収集
するには、CloudWatch エージェントをインストールする必要があります。追加料金が発生する場合があ
ります。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch エージェントにより収集
されるメトリクス」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling コンソールでモニタリング
グラフを表示する
Amazon EC2 コンソールの Amazon EC2 Auto Scaling セクションでは、CloudWatch メトリクスを使用し
て、個々の Auto Scaling グループの進行状況を分単位でモニタリングできます。
次のタイプのメトリクスをモニタリングできます。
• Auto Scaling メトリクス – Auto Scaling メトリクスは、これを有効にした場合にのみオンになります。
詳細については、「Auto Scaling グループのメトリクスを有効にする (コンソール) (p. 274)」を参照し
てください。Auto Scaling メトリクスが有効になっている場合、モニタリンググラフには Auto Scaling
メトリクスについて 1 分単位で発行されたデータが表示されます。
• EC2 メトリクス – 詳細モニタリングが有効な場合、モニタリンググラフに、1 分単位で発行される、イ
ンスタンスメトリクスに関するデータが表示されます。詳細については、「Auto Scaling インスタンス
のモニタリングを設定する (p. 275)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling コンソールを使用してモニタリンググラフを表示するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

メトリクスを表示する Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling グループ] ページの下部に分割ペインが開き、グループに関する情報が表示されます。

3.

モニタリングタブを選択します。
Amazon EC2 Auto Scaling は、[Auto Scaling] メトリクスのモニタリンググラフを表示します。

4.

グループの集計インスタンスメトリクスのモニタリンググラフを表示するには、[EC2] を選択しま
す。

グラフアクション
• データポイントにカーソルを合わせると、特定の UTC 時刻のデータがポップアップ表示されます。
• グラフを拡大するには、グラフの右上にあるメニューツール (縦の 3 ドット) から [Enlarge] (拡大する)
選択します。または、グラフの上部にある最大化アイコンをクリックします。
• 定義済みの期間の値を 1 つ選択して、グラフに表示されるデータの期間を調整します。グラフが拡大さ
れている場合は、[Custom] (カスタム) を選択して独自の期間を定義できます。
• メニューツールから [Refresh] (更新) を選択して、グラフのデータを更新します。
• グラフデータの上でカーソルをドラッグし、特定の範囲を選択します。次に、メニューツールで [Apply
time range] (時間範囲の適用) を選択します。
• メニューツールから [View logs] (ログを表示) を選択して、CloudWatch コンソールで関連付けられたロ
グストリーム (存在する場合) を表示します。
• CloudWatch でグラフを表示するには、メニューツールから [View in metrics] (メトリクスを表示) を選
択します。これにより、そのグラフの CloudWatch ページが表示されます。ここでは、Auto Scaling グ
ループが長期にわたってどのように変化したかをより深く理解するために、詳細情報を表示したり、履
歴情報にアクセスしたりできます。
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Auto Scaling グループのメトリクスをグラフ表示する
Auto Scaling グループを作成したら、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールを開き、[Monitoring] (モニタ
リング) タブにグループのモニタリンググラフを表示できます。
[Auto Scaling] セクションで、グラフメトクスには次の全体的なメトリクスが含まれます。これらのメトリ
クスは、終了インスタンス数や保留中のインスタンスの数など、潜在的な問題の指標となる測定値を提供
します。
• 最小グループサイズ (GroupMinSize に基づく)
• 最大グループサイズ (GroupMaxSize に基づく)
• 希望するキャパシティー (GroupDesiredCapacity に基づく)
• 稼働中のインスタンス (GroupInServiceInstances に基づく)
• 保留中のインスタンス (GroupPendingInstances に基づく)
• スタンバイ中のインスタンス (GroupStandbyInstances に基づく)
• 終了処理中のインスタンス (GroupTerminatingInstances に基づく)
• インスタンスの合計 (GroupTotalInstances に基づく)
[EC2] セクションで、Amazon EC2 インスタンスの主要なパフォーマンスメトリクスに基づく、次のグラ
フメトリクスを確認できます。これらの EC2 メトリクスは、グループ内のすべてのインスタンスのメトリ
クスの集計です。
• CPU 使用率 (CPUUtilization に基づく)
• ディスク読み取り数 (DiskReadBytes に基づく)
• ディスク読み取りオペレーション数 (DiskReadOps に基づく)
• ディスク書き込み数 (DiskWriteBytes に基づく)
• ディスク書き込みオペレーション数 (DiskWriteOps に基づく)
• ネットワーク入力 (NetworkIn に基づく)
• ネットワーク出力 (NetworkOut に基づく)
• 失敗したステータスチェック (すべて) (StatusCheckFailed に基づく)
• 失敗したステータスチェック (インスタンス) (StatusCheckFailed_Instance に基づく)
• 失敗したステータスチェック (システム) (StatusCheckFailed_System に基づく)
[Auto Scaling] グラフメトリクスの次のセットを使用して、特定のグループの特定の機能を測定できます。
以下のメトリクスデータは、各インスタンスがグループの希望するキャパシティーにどれだけ影響するか
を示すユニット数を定義する重みを持つインスタンスがあるグループで使用できます。
• 稼働中キャパシティーのユニット数 (GroupInServiceCapacity に基づく)
• 保留中キャパシティーのユニット数 (GroupPendingCapacity に基づく)
• スタンバイ中キャパシティーのユニット数 (GroupStandbyCapacity に基づく)
• 終了処理中キャパシティーのユニット数) (GroupTerminatingCapacity に基づく)
• キャパシティーのユニット数合計) (GroupTotalCapacity に基づく)
グループが ウォームプール (p. 227) 機能を使用している場合、次のメトリクスデータが利用できます。
• ウォームプールの最小サイズ (WarmPoolMinSize に基づく)
• ウォームプールの希望するキャパシティー (WarmPoolDesiredCapacity に基づく)
• ウォームプールの保留中キャパシティーのユニット数 (WarmPoolPendingCapacity に基づく)
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• ウォームプールの終了処理中キャパシティーのユニット数 (WarmPoolTerminatingCapacity に基づ
く)
• ウォームプールのウォームアップされたキャパシティーのユニット数 (WarmPoolWarmedCapacity に
基づく)
• ウォームプールの起動したキャパシティーのユニット数合計 (WarmPoolTotalCapacity に基づく)
• グループおよびウォームプールの希望するキャパシティー (GroupAndWarmPoolDesiredCapacity に
基づく)
• グループおよびウォームプールの起動したキャパシティーのユニット数合計
(GroupAndWarmPoolTotalCapacity に基づく)

以下も参照してください。
EC2 グラフメトリクスのデータソースの詳細については、Amazon EC2 Linux インスタンス用 ユーザーガ
イドの「インスタンスの利用可能な CloudWatch メトリクスのリスト表示」を参照してください。
インスタンスごとのメトリクスをモニタリングするには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「インスタンスのグラフメトリクス」を参照してください。

AWS CloudTrail を使用して Amazon EC2 Auto
Scaling API コールをログする
Amazon EC2 Auto Scaling はAWS CloudTrailは、Amazon EC2 Auto Scaling を使用してユーザー、ロー
ル、またはサービスが実行したアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、Amazon EC2 Auto
Scaling へのすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しに
は、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールからの呼び出しと、Amazon EC2 Auto Scaling API へのコード
呼び出しが含まれます。
証跡を作成する場合は、Amazon EC2 Auto Scaling 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 EC2 Auto Scaling に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエストを行った
人、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 での Amazon EC2 Auto Scaling 情報
アカウントを作成すると、アマゾン ウェブ サービスアカウントで CloudTrail が有効になります。Amazon
EC2 Auto Scaling でアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベントに、[イベン
ト履歴] の他のアマゾン ウェブ サービスのイベントと共に記録されます。アマゾン ウェブ サービスアカ
ウントでの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 EC2 Auto Scaling のイベントなど、アマゾン ウェブ サービスアカウントのイベントの継続的な
記録については、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、アマゾン ウェブ サービス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、その他のアマゾン ウェブ
サービスを設定して、CloudTrail ログで収集したデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うこ
とができます。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」
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• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 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 EC2 Auto Scaling アクションは CloudTrail によって記録さ
れ、に記載されていますAmazon EC2 Auto Scaling API リファレンス。たとえ
ば、CreateLaunchConfiguration、DescribeAutoScalingGroup、および UpdateAutoScalingGroup アクショ
ンの呼び出しにより、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、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (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またはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の 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 要素を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling のログファイルエントリに
ついて
[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
配信するように構成できます。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。
次の例は、CreateLaunchConfigurationアクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "Root",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-08-21T17:05:42Z"
}
}
},
"eventTime": "2018-08-21T17:07:49Z",
"eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
"eventName": "CreateLaunchConfiguration",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "Coral/Jakarta",
"requestParameters": {
"ebsOptimized": false,
"instanceMonitoring": {
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"enabled": false
},
"instanceType": "t2.micro",
"keyName": "EC2-key-pair-oregon",
"blockDeviceMappings": [
{
"deviceName": "/dev/xvda",
"ebs": {
"deleteOnTermination": true,
"volumeSize": 8,
"snapshotId": "snap-01676e0a2c3c7de9e",
"volumeType": "gp2"
}
}
],
"launchConfigurationName": "launch_configuration_1",
"imageId": "ami-6cd6f714d79675a5",
"securityGroups": [
"sg-00c429965fd921483"
]

}

},
"responseElements": null,
"requestID": "0737e2ea-fb2d-11e3-bfd8-99133058e7bb",
"eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-b38835ab61cb",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"

Auto Scaling グループのスケール時に Amazon
SNS 通知を受け取る
Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scalingグループ内の EC2 インスタンスを起動または終了するときに通
知を受け取ることができます。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、通知を管
理します。
Amazon SNS は、サブスクライブしているクライアントまたはエンドポイントへの通知の配信または送信
を調整し、管理します。Amazon SNS はさまざまな通知オプションを提供し、これには HTTP POST や
HTTPS POST、E メール (SMTP、プレーンテキストか JSON 形式)、またはこれらの通知をプログラム的
に処理できるようにする Amazon SQS キューに投稿されたメッセージとして通知を配信する機能が含ま
れます。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。
例えば、autoscaling: EC2_INSTANCE_TERMINATE 通知タイプを使用するように Auto Scaling グルー
プを設定する場合、Auto Scaling グループがインスタンスを終了すると、E メール通知が送信されます。
この E メールには、インスタンス ID やインスタンスを終了した理由など、終了したインスタンスの詳細
が含まれます。
通知はイベント駆動型のアプリケーションの設計に便利です。リソースが望ましい状態になったことを確
認するために通知を使用する場合は、ポーリングを排除することができ、ポーリングが原因で発生するこ
とがある RequestLimitExceeded エラーが発生しなくなります。
AWS は、通知の送信に使用できるさまざまなツールを提供します。別の方法として、Auto Scaling グルー
プがインスタンスを起動または終了するときに通知を送信するために、EventBridge と Amazon SNS を使
用することもできます。EventBridge では、通知を受けるイベントをルールで記述します。Amazon SNS
では、受け取る通知の種類をトピックで記述します。このオプションを使用することで、特定のイベント
が代わりに Lambda 関数をトリガーするべきかどうかを決定できます。詳しくは、「Auto Scaling イベン
トの処理に EventBridge を使用する (p. 317)」を参照してください。
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目次
• SNS 通知 (p. 282)
• Amazon EC2 Auto Scaling の Amazon SNS 通知を設定する (p. 283)
• Amazon SNS トピックを作成する (p. 283)
• Amazon SNS トピックを購読します。 (p. 283)
• Amazon SNS サブスクリプションを確認する (p. 283)
• 通知を送信するように Auto Scaling グループを設定する (p. 283)
• 通知をテストする (p. 284)
• 通知設定を削除する (p. 284)

SNS 通知
Amazon EC2 Auto Scaling は、以下のイベントが発生したときの Amazon SNS 通知の送信をサポートして
います。
イベント

説明

autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH

インスタンスの起動成功

autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR

インスタンスの起動失敗

autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE

インスタンスの削除成功

autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERRORインスタンスの削除失敗
メッセージには、次に示す情報が含まれます。
• Event – イベント。
• AccountId - アマゾン ウェブ サービスアカウント ID
• AutoScalingGroupName - Auto Scaling グループの名前。
• AutoScalingGroupARN – Auto Scaling グループの ARN。
• EC2InstanceId - EC2 インスタンスの ID。
例えば、以下のようになります。
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2016-09-30T19:00:36.414Z
RequestId: 4e6156f4-a9e2-4bda-a7fd-33f2ae528958
Event: autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
AutoScalingGroupARN: arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup...
ActivityId: 4e6156f4-a9e2-4bda-a7fd-33f2ae528958
Description: Launching a new EC2 instance: i-0598c7d356eba48d7
Cause: At 2016-09-30T18:59:38Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to ...
StartTime: 2016-09-30T19:00:04.445Z
EndTime: 2016-09-30T19:00:36.414Z
StatusCode: InProgress
StatusMessage:
Progress: 50
EC2InstanceId: i-0598c7d356eba48d7
Details: {"Subnet ID":"subnet-id","Availability Zone":"zone"}
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Amazon EC2 Auto Scaling の Amazon SNS 通知を設
定する
Amazon SNS を使用して E メール通知を送信するには、最初にトピックを作成してから、そのトピックと
共に E メールアドレスを登録する必要があります。

Amazon SNS トピックを作成する
SNS トピックとは、論理アクセスポイント、つまり Auto Scaling グループが通知を送信するために使用す
る通信チャネルです。トピックの名前を指定することにより、トピックを作成します。
トピック名を作成する際には、名前が次の要件を満たしている必要があります。
• 1 ～ 256 文字
• 大文字および小文字の ASCII 文字、数字、アンダースコア、またはハイフンが含まれている
詳細については、Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックの作成」
を参照してください。

Amazon SNS トピックを購読します。
Auto Scaling グループがトピックに送信した通知を受信するには、そのトピックにエンドポイントを登録
する必要があります。この手順では、エンドポイント に、Amazon EC2 Auto Scaling からの通知を受信す
る E メールアドレスを指定します。
詳細については、Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックへのサブ
スクライブ」を参照してください。

Amazon SNS サブスクリプションを確認する
Amazon SNS は、前のステップで指定した E メールアドレスに確認メールを送信します。
次のステップに進む前に、AWS Notifications からの E メールを開き、リンクを選択してサブスクリプショ
ンを確認するようにしてください。
AWSからの確認メッセージが届きます。Amazon SNS は、通知を受信し、通知を E メールとして指定さ
れた E メールアドレスに送信するように設定されました。

通知を送信するように Auto Scaling グループを設定する
Auto Scaling グループは、インスタンスの起動または終了などのスケーリングイベントが発生したときに
Amazon SNS に通知を送信するように設定することができます。Amazon SNS は、インスタンスに関する
情報が含まれた通知を、ユーザーが指定する E メールアドレスに送信します。

Auto Scaling グループの Amazon SNS 通知を設定する (コンソール)
1.
2.
3.
4.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの隣にあるチェックボックスを選択します。
ページ下部に分割ウィンドウが開き、選択したグループの情報が表示されます。
[Activity] (アクティビティ) タブで、[Activity notifications] (アクティビティ通知)、[Create notification]
(通知の作成) の順に選択します。
[Create notifications] ペインで、以下の作業を行います。

283

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
Amazon EC2 Auto Scaling の Amazon SNS 通知を設定する

a.

[SNS Topic] (SNS トピック) で、SNS トピックを選択します。

b.
c.

[Event types] (イベントタイプ) で、通知を送信するイベントを選択します。
[Create] を選択します。

Auto Scaling グループの Amazon SNS 通知を設定する (AWS CLI)
以下の put-notification-configuration コマンドを使用します。
aws autoscaling put-notification-configuration --auto-scaling-group-name myasg --topic-arn arn --notification-types "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH"
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE"

通知をテストする
起動イベントの通知を生成するには、Auto Scaling グループの希望容量を 1 増やして、Auto Scaling グ
ループを更新します。インスタンスを起動してから数分以内に通知を受け取ります。

希望する容量を変更するには (コンソール)
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling グループ] ページの下部に分割ペインが開き、選択したグループに関する情報が表示さ
れます。

3.
4.

[詳細] タブで、[グループの詳細]、[編集] の順に選択します。
[Desired capacity (希望するキャパシティー)] の場合は、現在の値を 1 ずつ増やします。この値が
[Maximum capacity (最大容量)] を超える場合は、[Maximum capacity (最大容量)] の値を 1 ずつ増やす
必要があります。

5.
6.

[Update] (更新) を選択します。
数分後、イベントの通知が届きます。このテスト用に起動した追加のインスタンスが必要なくなった
場合は、[Desired capacity (希望する容量)] を 1 減らすことができます。数分後、イベントの通知が届
きます。

通知設定を削除する
Amazon EC2 Auto Scaling 通知設定が使用されなくなった場合は、設定を削除できます。

Amazon EC2 Auto Scaling 通知設定を削除する (コンソール)
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
Auto Scaling スケーリンググループを選択します。
[Activity] (アクティビティ) タブで、削除する通知の横にあるチェックボックスをオンにしてか
ら、[Actions] (アクション)、[Delete] (削除) の順に選択します。

Amazon EC2 Auto Scaling 通知設定を削除する (AWS CLI)
次の delete-notification-configuration コマンドを使用します。
aws autoscaling delete-notification-configuration --auto-scaling-group-name my-asg --topicarn arn
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Auto Scaling グループに関連付けられている Amazon SNS トピックとすべてのサブスクリプションの削除
については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド」の「Amazon SNS サブスクリプ
ションおよびトピックを削除する」を参照してください。
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Amazon EC2 Auto Scaling と統合さ
れた AWS のサービス
Amazon EC2 Auto Scaling は、AWS の他のサービスと統合することができます。各サービスが Amazon
EC2 Auto Scaling と連動する方法については、以下の統合オプションをご確認ください。
トピック
• キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処する (p. 286)
• AWS CloudFormation で Auto Scaling グループを作成する (p. 294)
• AWS CloudShell を使用してコマンドラインから Auto Scaling グループを作成する (p. 295)
• AWS Compute Optimizer を使用して Auto Scaling グループのインスタンスタイプに関するレコメン
デーションを取得する (p. 295)
• Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散
させる (p. 298)
• Auto Scaling イベントの処理に EventBridge を使用する (p. 317)
• Amazon VPC を使用して Auto Scaling インスタンスにネットワーク接続を提供する (p. 331)

キャパシティーの再調整を使用して Amazon EC2
スポットの中断に対処する
スポットインスタンスの可用性に影響する変更をモニタリングし、自動的に応答するように Amazon EC2
Auto Scaling を設定できます。容量の再調整は、実行中のインスタンスが Amazon EC2 により中断される
前に、新しいスポットインスタンスでフリートを事前に拡張することにより、ワークロードの可用性を維
持するのに役立ちます。

使用方法
キャパシティーの再調整の目標は、ワークロードの処理を中断されることなく継続することです。スポッ
トインスタンスの中断リスクが高い場合、Amazon EC2 スポットサービスは、Amazon EC2 Auto Scaling
に EC2 インスタンスの再調整レコメンデーションを通知します。
Auto Scaling グループに対してキャパシティーの再調整を有効にすると、Amazon EC2 Auto Scaling は、
再調整レコメンデーションを受け取ったグループ内のスポットインスタンスを積極的に置き換えようとし
ます。これは、ワークロードを中断リスクが低い新しいスポットインスタンスに再調整する機会を提供し
ます。ワークロードは、既存のインスタンスが中断される前に Amazon EC2 Auto Scaling が新しいスポッ
トインスタンスを起動している間も、作業の処理を続行できます。
オプションで、インスタンスが終了される前にそれらでカスタムアクションを実行するライフサイクル
フックを使用することも可能です。
EC2 インスタンスの再調整レコメンデーションの詳細については、[Linux インスタンス用 Amazon EC2
ユーザーガイド] の [EC2 インスタンス再調整レコメンデーション] を参照してください。
キャパシティーの再調整の特徴の詳細とチュートリアルについては、AWSコンピューティング ブログの
[EC2 Auto Scaling の新しいキャパシティーの再調整の特徴を使用して、スポットインスタンスのライフサ
イクルをプロアクティブに管理] のブログ記事をご覧ください。
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Note
キャパシティーの再調整が無効化されていると、Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EC2 ス
ポットサービスがインスタンスを中断し、それらのヘルスチェックが失敗するまでスポットイン
スタンスを置き換えません。Amazon EC2 は常に、インスタンスを中断する前に EC2 インスタン
スの再調整レコメンデーションと、スポットインスタンスの中断 2 分前の通知の両方を提供しま
す。
目次
• 考慮事項 (p. 287)
• キャパシティーの再調整は、スポットインスタンスの中断率を増加させるものではありませ
ん (p. 288)
• キャパシティーの再調整を有効にする (p. 288)
• キャパシティーの再調整のを有効にする (コンソール) (p. 289)
• キャパシティーの再調整を有効にする (AWS CLI) (p. 289)
• 終了ライフサイクルフックを追加する (p. 292)

考慮事項
容量の再調整用に Auto Scaling グループを設定する場合は、次の点を考慮してください。
• 複数のインスタンスタイプを使用するようにAuto Scaling グループを設定することをお勧めします。こ
れにより、複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)で説明
するように、各アベイラビリティーゾーン内のさまざまなスポットインスタンス プールでインスタンス
を起動する柔軟性が得られます。
• lowest-price 割り当て戦略を使用している場合、代替スポットインスタンスが中断するリスクが高く
なることがあります。これは、代替スポットインスタンスが起動後すぐに中断される可能性が高い場合
も、必ず、その時点で利用可能な容量を持つ最低料金のプールでインスタンスを起動することが原因で
す。中断のリスクが高くなるのを避けるため、lowest-price アロケーションストラテジー、代わりに
推奨する capacity-optimized または capacity-optimized-prioritized 配分戦略。これらの
戦略の目標は、最適なスポットキャパシティープールで代替のスポットインスタンスを起動して、それ
らが近い将来中断される可能性を減らすことです。
• 可能な限り、リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンに Auto Scaling グループを作成する必
要があります。そうすることで、Amazon EC2 Auto Scaling は各アベイラビリティーゾーンで利用可能
な容量を検討できるようになります。1 つのアベイラビリティーゾーンで起動が失敗した場合、Amazon
EC2 Auto Scaling は成功するまで、指定されたアベイラビリティーゾーン全体でスポットインスタンス
を起動しようとします。
• キャパシティーの再調整では、Amazon EC2 Auto Scaling が以下のように動作します。
新しいインスタンスの起動時、Amazon EC2 Auto Scaling は、新しいインスタンスがヘルスチェックに
合格するまで待機してから、以前のインスタンスの終了に進みます。複数のインスタンスを置き換える
場合、以前の各インスタンスの終了は、新しいインスタンスが起動され、ヘルスチェックに合格してか
ら開始されます。Amazon EC2 Auto Scaling は以前のインスタンスを終了する前に新しいインスタンス
の起動を試みるため、指定された最大容量に到達している、またはそれに近い状態は、再調整アクティ
ビティを妨げたり、それらを完全に停止させる可能性があります。この問題を回避するため、Amazon
EC2 Auto Scaling、再調整アクティビティの間、グループに指定されている最大キャパシティーを一時
的に超えることができます。
• 新しいインスタンスの起動に失敗するか、起動してもヘルスチェックに失敗した場合、Amazon EC2
Auto Scaling はそれらの再起動を試みます。新しいインスタンスの起動試行中、以前のインスタンス
は最終的に中断され、強制的に終了されます。
• スケーリングアクティビティが進行中で、Auto Scaling グループが新しい希望容量を下回っている場
合、Amazon EC2 Auto Scaling はまずスケールアウトを行ってから、以前のインスタンスを終了しま
す。
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• キャパシティーの再調整を有効化するときに Auto Scaling グループの終了ライフサイクルフックを設定
して、Amazon EC2 Auto Scaling が再調整通知を受け取るインスタンスを終了する前に、それらのイン
スタンス内でアプリケーションの正常なシャットダウンを試みることができます。ライフサイクルフッ
クを設定しない場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、新しいインスタンスがヘルスチェックに合格する
と同時に以前のインスタンスの終了を開始します。
• アプリケーションでは、スポットインスタンスが早期に中断される可能性を処理する必要がありま
す。例えば、インスタンスが終了を開始すると、Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスが終了す
るのを待ちます。Auto Scaling グループが Elastic Load Balancing ロードバランサーの背後にある場
合、Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスがロードバランサーから登録解除されるまで待機して
から、終了ライフサイクルフックを呼び出します（設定されている場合）。インスタンスの登録解除と
ライフサイクルアクションの完了にかかる時間が長すぎる場合は、Amazon EC2 Auto Scaling がインス
タンスの終了を待つ間に、インスタンスが中断されることがあります。
• 2 分間のスポットインスタンス中断通知の前に、Amazon EC2 が再調整に関するレコメンデーションシ
グナルを送信することは、常に可能であるとは限りません。場合によっては、再調整に関するレコメン
デーションシグナルが、2 分間の中断通知とともに到着する可能性があります。
• インスタンスが最後の 2 分間の中断通知を受け取った場合、Amazon EC2 Auto Scaling は終了ライフサ
イクルフックを呼び出し、すぐに置き換えを起動しようとします。

キャパシティーの再調整は、スポットインスタンスの中断率を増
加させるものではありません
キャパシティーの再調整を有効にしても、スポットインスタンスの中断率 (Amazon EC2 がキャパシ
ティーを取り戻す必要があるときに再利用されるスポットインスタンスの数) は増加しません。ただし、
インスタンスに中断のリスクがあることをキャパシティーの再調整が検出した場合、Amazon EC2 Auto
Scaling は直ちに新しいインスタンスの起動を試みます。その結果、リスクのあるインスタンスが中断され
た後に Amazon EC2 Auto Scaling が新しいインスタンスを起動するのを待つ場合よりも多くのインスタン
スが置き換えられる可能性があります。
キャパシティーの再調整が有効になっているインスタンスをさらに置き換える可能性がありますが、イン
スタンスが中断される前にアクションを実行するための時間をより長く確保できるため、事後対応では
なくプロアクティブに対応できるというメリットがあります。スポットインスタンスの中断通知では、
通常、インスタンスを正常にシャットダウンするための猶予期間が最大 2 分しかありません。キャパシ
ティーの再調整で新しいインスタンスを事前に起動することで、既存のプロセスがリスクのあるインスタ
ンスで完了する可能性が高くなり、インスタンスのシャットダウン手順を開始して、リスクのあるインス
タンスで新しい作業がスケジュールされないようにできます。新しく起動したインスタンスの準備を開始
して、アプリケーションを引き継ぐこともできます。キャパシティーの再調整のプロアクティブな置き換
えにより、正常な継続性の恩恵を受けることができます。
キャパシティーの再調整を使用するリスクとメリットを示す理論的な例として、次のシナリオを検討して
ください。
• 午後 2 時 – インスタンス A の再調整の推奨が受信され、Amazon EC2 Auto Scaling は直ちに代替インス
タンス B の起動の試行を開始するため、シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。
• 午後 2 時 30 分 – インスタンス B の再調整の推奨が受信され、インスタンス C に置き換えられるため、
シャットダウン手順を開始する時間を確保できます。
• 午後 2 時 32 分 – キャパシティーの再調整が有効になっておらず、インスタンス A のスポットインスタ
ンスの中断通知が午後 2 時 32 分に受信されていたとすれば、アクションを実行するための猶予期間は
最大でも 2 分だけでしたが、インスタンス A はこの時間まで稼働していたことでしょう。

キャパシティーの再調整を有効にする
キャパシティーの再調整は、いつでも有効または無効にできます。
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キャパシティーの再調整のを有効にする (コンソール)
Auto Scaling グループを作成または更新するときに、キャパシティーの再調整を有効または無効にできま
す。

新しい Auto Scaling グループのキャパシティーの再調整を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) を選択します。

3.

ステップ 1 で、Auto Scaling グループの名前を入力し、起動テンプレートを選択してから、[Next] (次
へ) を選択して次のステップに進みます。

4.

[Step 2: Choose instance launch options] (ステップ 2: インスタンス起動オプションを選択) の
[Network] (ネットワーク) で、希望するオプションを選択します。

5.

[Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) で、混合インスタンスグループを作成する
設定を選択します。これには、起動できるインスタンスタイプ、インスタンスの購入オプション、ス
ポットインスタンスとオンデマンドインスタンスの配分戦略が含まれます。これらの設定はデフォル
トで設定されていません。これらを設定するには、[Override launch template] (起動テンプレートを上
書きする) を選択する必要があります。混合インスタンスグループの作成に関する詳細については、
「複数のインスタンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照して
ください。

6.

ページ最下部の [Allocation strategies] (配分戦略) セクションで、スポット配分戦略を選択します。
キャパシティーの再調整は、[Capacity rebalance] (キャパシティーの再調整) チェックボックスを選
択または選択解除することで、有効または無効にします。このオプションは、[Instance purchase
options] (インスタンスの購入オプション) セクションで Auto Scaling グループのスポットインスタン
スとして起動される割合を指定する場合にのみ表示されます。

7.

Auto Scaling グループを作成します。

既存の Auto Scaling グループのキャパシティーの再調整を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Details] (詳細) タブで、[Allocation strategies] (配分戦略)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Allocation strategies] (割り当て戦略) セクションで、以下の操作を行います。
• キャパシティーの再調整を有効にするには、[キャパシティーの再調整] チェックボックスを選択し
ます。
• キャパシティーの再調整を無効にするには、[キャパシティーの再調整] チェックボックスをクリア
します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

キャパシティーの再調整を有効にする (AWS CLI)
以下の例では、AWS CLIを使用してキャパシティーの再調整を有効または無効にする方法を示していま
す。
[create-auto-scaling-group] または [update-auto-scaling-group] コマンドに次のパラメータを指定して使用
します。
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• --capacity-rebalance / --no-capacity-rebalance — キャパシティーの再調整が有効かどうか
を示すブール値。
[create-auto-scaling-group] コマンドを呼び出す前に、Auto Scaling グループで使用するように設定されて
いる起動テンプレートの名前が必要です。詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレート
を作成する (p. 22)」を参照してください。

Note
次の手順は、JSON または YAML でフォーマットされた設定ファイルの使用方法を示していま
す。AWS CLIバージョン 1 を使用する場合は、JSON 形式の設定ファイルを指定する必要があり
ます。AWS CLIバージョン 2 を使用する場合は、YAML または JSON のいずれかでフォーマット
された設定ファイルを指定できます。

JSON
新しい Auto Scaling グループを作成して設定するには
•

次の [create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、新しい Auto Scaling グループを作成し、キャ
パシティーの再調整を有効にし、Auto Scaling グループの唯一のパラメータとして JSON ファイルを
参照します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json

[混合インスタンス・ポリシー (p. 53)] を指定する CLI 設定ファイルがまだない場合は、作成します。
次の行を設定ファイルのトップレベルの JSON オブジェクトに追加します。
{
}

"CapacityRebalance": true

次は、config.json ファイルの例です。
{

"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"DesiredCapacity": 12,
"MinSize": 12,
"MaxSize": 15,
"CapacityRebalance": true,
"MixedInstancesPolicy": {
"InstancesDistribution": {
"OnDemandBaseCapacity": 0,
"OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 25,
"SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
},
"LaunchTemplate": {
"LaunchTemplateSpecification": {
"LaunchTemplateName": "my-launch-template",
"Version": "$Default"
},
"Overrides": [
{
"InstanceType": "c5.large"
},
{
"InstanceType": "c5a.large"
},
{
"InstanceType": "m5.large"
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},
{
},
{
},
{
},
{
},
{

}

]

}

"InstanceType": "m5a.large"
"InstanceType": "c4.large"
"InstanceType": "m4.large"
"InstanceType": "c3.large"
"InstanceType": "m3.large"

},
"TargetGroupARNs": "arn:aws:elasticloadbalancing:uswest-2:123456789012:targetgroup/my-alb-target-group/943f017f100becff",
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

YAML
新しい Auto Scaling グループを作成して設定するには
•

次の [create-auto-scaling-group] コマンドを使用して、新しい Auto Scaling グループを作成し、キャ
パシティーの再調整を有効にし、Auto Scaling グループの唯一のパラメータとして YAML ファイルを
参照します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml

YAML でフォーマットされた設定ファイルに以下の行を追加します。
CapacityRebalance: true

次は、config.yaml ファイルの例です。
--AutoScalingGroupName: my-asg
DesiredCapacity: 12
MinSize: 12
MaxSize: 15
CapacityRebalance: true
MixedInstancesPolicy:
InstancesDistribution:
OnDemandBaseCapacity: 0
OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 25
SpotAllocationStrategy: capacity-optimized
LaunchTemplate:
LaunchTemplateSpecification:
LaunchTemplateName: my-launch-template
Version: $Default
Overrides:
- InstanceType: c5.large
- InstanceType: c5a.large
- InstanceType: m5.large
- InstanceType: m5a.large
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- InstanceType: c4.large
- InstanceType: m4.large
- InstanceType: c3.large
- InstanceType: m3.large
TargetGroupARNs:
- arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-alb-targetgroup/943f017f100becff
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782

既存の Auto Scaling グループのキャパシティーの再調整を有効にするには
•

以下の [update-auto-scaling-group] コマンドを使用して、キャパシティーの再調整を有効にします。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--capacity-rebalance

Auto Scaling グループのキャパシティーの再調整を有効になっていることを確認するには
•

以下の [describe-auto-scaling-group] コマンドを使用して、キャパシティーの再調整が有効になってい
ることを確認し、詳細を表示します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

以下に、応答の例を示します。
{

}

"AutoScalingGroups": [
{
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"AutoScalingGroupARN": "arn",
...
"CapacityRebalance": true
}
]

キャパシティーの再調整を無効にするには
キャパシティーの再調整を無効にするには、[update-auto-scaling-group] コマンドに--no-capacityrebalanceオプションを付けて使用します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--no-capacity-rebalance

終了ライフサイクルフックを追加する
オプションで、キャパシティーの再調整を有効にするときに、終了ライフサイクルフックを設定します。
ライフサイクルフックでは、インスタンスが終了される前に、それらでカスタムアクションを実行するこ
とができます。
以下は、終了ライフサイクルフックを使用するいくつかの理由です。
• システムログまたはアプリケーションログを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にアップ
ロードするには
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• Amazon SQS ワーカーの正常なシャットダウンのために
• ドメインネームシステム (DNS) からの登録解除を完了するには
終了ライフサイクルフックがない場合は、次の手順にしたがって終了ライフサイクルフックを作成しま
す。

終了ライフサイクルフックを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Instance management (インスタンス管理)] タブの [Lifecycle hooks (ライフサイクルフック)] で、
[Create lifecycle hook (ライフサイクルフックを作成)] を選択します。

4.

ライフサイクルフックを定義するには、以下を実行します。
a.

[Lifecycle hook name (ライフサイクルフック名)] で、ライフサイクルフックの名前を指定しま
す。

b.

[Lifecycle transition (ライフサイクルの移行)] で、[Instance terminate (インスタンスの終了)] を選
択します。

c.

[ハートビートのタイムアウト] には、ライフサイクルアクションを完了する必要がある時間、ま
たはタイムアウト期間が終了するまでの時間を秒単位で指定します。アプリケーションをシャッ
トダウンするために必要な時間に応じて、30～120 秒の値をお勧めします。

d.

[Default result] (デフォルトの結果) には、タイムアウト時間を超過した、または予期しない失敗
が発生した場合に Auto Scaling グループが実行するアクションを指定します。[ABANDON] (中止)
と [CONTINUE] (続行) は、どちらもインスタンスを終了します。
• [CONTINUE] (続行) を選択する場合、Auto Scaling グループは、終了前に他のライフサイクル
フックなどの残りのアクションを続行できます。
• [ABANDON] (中止) を選択する場合、Auto Scaling グループはインスタンスをただちに終了しま
す。

e.

(オプション) [Notification Metadata] (通知メタデータ) で、Amazon EC2 Auto Scaling が AWS
Lambda 関数、またはステップ 6 で設定した別の通知ターゲットにメッセージを送信するときに
含める追加の情報を指定します。

5.

[Create] を選択します。

6.

(オプション) インスタンス終了前のカスタムアクションの実行に Lambda などのサービスを使用する
には、「チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの設定 (p. 221)」を参照して
ください。このチュートリアルは、ライフサイクルフックの Lambda 関数をセットアップする方法を
理解するために役立ちます。それ以外の場合、EC2 インスタンスがアクションを自動的に実行するに
は、シャットダウンスクリプトを実行するように設定する必要があります。シャットダウンシーケン
ス全体が 1～2 分以内に完了するようにスクリプトを作成して、インスタンスの終了前にタスクを完
了する十分な時間が確保されるようにすることをお勧めします。

ライフサイクルフックの使用に関するさまざまな側面を理解するために役立つ詳細情報については、
「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。

Note
キャパシティーの再調整は、Amazon EC2 Auto Scaling が使用可能なすべての商用 AWS リー
ジョンで利用できます (中東 (アラブ首長国連邦) リージョンを除く)。
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AWS CloudFormation で Auto Scaling グループを作
成する
Amazon EC2 Auto Scaling は AWS CloudFormation と統合されています。これは、リソースとインフラ
ストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるように AWS リソースをモデル化して設定するための
サービスです。必要なすべての AWS リソース (Auto Scaling グループなど) を説明するテンプレートを作
成すれば、AWS CloudFormation がお客様に代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理
します。
AWS CloudFormation を使用する際には、Amazon EC2 Auto Scaling リソースに対し一貫したセットアッ
プを繰り返すために、テンプレートを再利用できます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを
複数の AWS アカウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

Amazon EC2 Auto Scaling とAWS CloudFormation テ
ンプレート
Amazon EC2 Auto Scaling と関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS
CloudFormation テンプレートを理解しておく必要があります。テンプレートは、JSONまたはYAMLで
フォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation スタック
にプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS CloudFormation
Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳細については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参照してくださ
い。
Amazon EC2 Auto Scaling は、AWS CloudFormation での Auto Scaling グループと起動設定の作成をサ
ポートしています。Amazon EC2 Auto Scaling リソース用の JSON テンプレートと YAML テンプレートの
例を始めとする詳細については、「AWS CloudFormation User Guide」(AWS CloudFormation ユーザーガ
イド) の「Amazon EC2 Auto Scaling resource type reference」(Amazon EC2 Auto Scaling リソースタイプ
リファレンス) を参照してください。
Auto Scaling グループおよび関連リソースを作成するテンプレートのその他の便利な例については、AWS
CloudFormationユーザーガイドの次のセクションを参照してください。
• Amazon EC2 起動テンプレートのさまざまな例については、「AWS::EC2::LaunchTemplate」を参照し
てください。
• Amazon EC2 起動テンプレートと Auto Scaling グループの両方をカバーする例については、「Auto
Scaling テンプレートスニペット」を参照してください。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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AWS CloudShell を使用してコマンドラインから
Auto Scaling グループを作成する
サポートされている AWS リージョンでは、AWS Management Consoleから直接起動するブラウザベース
の事前認証されたシェルのための AWS CloudShell を使用して AWS CLI コマンドを実行できます。ご希望
のシェル (Bash、PowerShell、または Z シェル) を使用して、 サービスに対して AWS CLI コマンドを実
行できます。
次の 2 つの方法のうちの 1 つを使用して、AWS Management Console から AWS CloudShell を起動する
ことができます。
• コンソールナビゲーションバーで、AWS CloudShell アイコンを選択します。これは検索ボックスの右
側にあります。
• コンソールのナビゲーションバーにある検索ボックスを使用して CloudShell を検索し、[CloudShell] オ
プションを選択します。
AWS CloudShell新しいブラウザウィンドウで初めて起動すると、ウェルカムパネルが表示され、主キー機
能が一覧表示されます。このパネルを閉じると、シェルがコンソール認証情報を構成および転送する間、
ステータスのアップロードが提供されます。コマンドプロンプトが表示されたら、シェルは対話的な操作
の準備ができています。
このサービスの詳細については、「AWS CloudShell ユーザーガイド」を参照してください。

AWS Compute Optimizer を使用して Auto Scaling
グループのインスタンスタイプに関するレコメン
デーションを取得する
AWS では、AWS Compute Optimizer が搭載された機能を使用して、性能の向上、コストの削減またはそ
の両方に役立つ Amazon EC2 インスタンスの推奨事項を提供します。これらの推奨事項を使用して、新し
いインスタンスタイプに移行するかどうかを判断できます。
推奨事項を作成するために、Compute Optimizer は既存インスタンスの仕様と最近のメトリックス履歴を
分析します。次に、コンパイルされたデータを使用して、既存のパフォーマンスワークロードを処理する
ために最適な Amazon EC2 インスタンスタイプを推奨します。推奨事項は、時間あたりのインスタンス料
金とともに返されます。

Note
Compute Optimizer から推奨事項を取得するには、まず Compute Optimizer にオプトインす
る必要があります。詳細については、「AWS Compute Optimizer ユーザーガイド」の「AWS
Compute Optimizer の使用開始」を参照してください。
目次
• 制約事項 (p. 296)
• 結果 (p. 296)
• 推奨事項の表示 (p. 296)
• 推奨事項の評価に関する考慮事項 (p. 297)
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制約事項
Compute Optimizer は、M、C、R、T、X のインスタンスタイプを起動して実行するように設定された
Auto Scaling グループ内のインスタンスの推奨事項を生成します。ただし、AWS Graviton2 プロセッサを
使用する -g インスタンスタイプ (C6g など) と、ネットワーク帯域幅のパフォーマンスが高い -n インスタ
ンスタイプ (M5n など) の推奨事項は生成されません。
また、Auto Scaling グループは、単一のインスタンスタイプを実行するように設定する必要があります
（つまり、インスタンスタイプが混在しない）。また、スケーリングポリシーがアタッチされておらず、
希望キャパシティー、最小キャパシティー、最大キャパシティー（インスタンス数が固定されている Auto
Scaling グループ）に対して同じ値を持つ必要があります。Compute Optimizer は、これらの構成要件のす
べてを満たす Auto Scaling グループのインスタンス推奨事項を生成します。

結果
Compute Optimizer は、Auto Scaling グループの調査結果を次のように分類します。
• 最適化されていない – Compute Optimizer がワークロードのパフォーマンスを向上できる推奨事項を特
定した場合、Auto Scaling グループは、最適化されていないとみなされます。
• 最適化 – 選択したインスタンスタイプに基づいて、ワークロードを実行するためにグループが正しくプ
ロビジョニングされていると Compute Optimizer が判断した場合、Auto Scaling グループは、最適化さ
れていると見なされます。最適化されたリソースについては、Compute Optimizer が新世代のインスタ
ンスタイプを推奨することがあります。
• なし – Auto Scaling グループの推奨事項はありません。これは、Compute Optimizer を 12 時間未満にオ
プトインした場合、または Auto Scaling グループの実行が 30 時間未満の場合、または Auto Scaling グ
ループまたはインスタンスタイプが Compute Optimizer でサポートされていない場合に発生する可能性
があります。詳細については、「制約事項 (p. 296)」セクションを参照してください。

推奨事項の表示
Compute Optimizer にオプトインすると、Auto Scaling グループに対して生成された結果と推奨事項を表
示できます。最近オプトインした場合、推奨事項が最大 12 時間、反映されないことがあります。

Auto Scaling グループに対して生成された推奨事項を表示する
1.

https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/ で、Compute Optimizer コンソールを開きます。
ダッシュボードページが開きます。

2.

[View recommendations for all Auto Scaling groups (すべての Auto Scaling グループの推奨事項を表示
する)] を選択します。

3.

Auto Scaling スケーリンググループを選択します。

4.

[詳細を表示] を選択します。
デフォルトのテーブル設定に基づいて、事前構成されたビューに最大 3 つの異なるインスタンスの推
奨事項が表示されるように、ビューが変更されます。また、Auto Scaling グループ最新の CloudWatch
メトリックデータ (平均 CPU 利用率、平均ネットワーク入力および平均ネットワーク出力) も提供さ
れます。

推奨事項の 1 つを使用するかどうかを決定します。パフォーマンスの向上のために最適化するか、コスト
削減のために最適化するか、これら 2 つの組み合わせのために最適化するかを決定します。
Auto Scaling グループのインスタンスタイプを変更するには、起動テンプレートを更新するか、Auto
Scaling group を更新して新しい起動設定を使用します。既存のインスタンスでは、引き続き以前の設定を
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使用します。既存のインスタンスを更新するには、これらのインスタンスを終了して Auto Scaling グルー
プに置き換えるようにするか、オートスケーリングにより終了ポリシー (p. 238)に基づいて古いインスタ
ンスを新しいインスタンスに徐々に置き換えるようにします。

Note
インスタンスの最大有効期間とインスタンスの更新機能を使用すると、Auto Scaling グループ内
の既存のインスタンスを置き換えて、新しい起動テンプレートや起動設定を使用する新しいイ
ンスタンスを起動することもできます。詳細については、「インスタンスの最大存続期間に基づ
いて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 117)」および「インスタンスの更新に基づいて
Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を参照してください。

推奨事項の評価に関する考慮事項
新しいインスタンスタイプに移行する前に、次の点を考慮してください。
• 推奨情報は使用状況を予測するものではありません。推奨事項は、直近の 14 日間の使用履歴に基づい
ています。将来の使用ニーズを満たすことが予想されるインスタンスタイプをかならず選択してくださ
い。
• グラフ化されたメトリクスを参考にして、実際の使用量がインスタンスのキャパシティーよりも低い
かどうかを判断します。メトリクスデータ (平均、ピーク、パーセンタイル) を CloudWatch で表示
し、EC2 インスタンスの推奨事項をさらに評価することもできます。例えば、一日の CPU パーセン
テージメトリクスがどのように変化するか、ピークに対応する必要があるかどうかに注目します。詳細
については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「使用可能なメトリクスの表示」を参照してくだ
さい。
• Compute Optimizer は、バーストパフォーマンスインスタンス (T3、T3a、および T2 インスタンス) の
推奨事項を提供する場合があります。ベースラインを定期的に上回る場合は、新しいインスタンスタイ
プの vCPU に基づいて引き続きバーストを実行できることを確認します。詳細については、Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「バースト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。
• リザーブドインスタンスを購入した場合、オンデマンドインスタンスはリザーブドインスタンスとして
請求される場合があります。現在のインスタンスタイプを変更する前に、まずリザーブドインスタンス
の使用率と適用範囲に対する影響を評価します。
• 可能であれば、新世代のインスタンスへの交換を検討します。
• 別のインスタンスファミリーに移行する場合は、仮想化、アーキテクチャー、ネットワークタイプなど
の点で、現在のインスタンスタイプと新しいインスタンスタイプに互換性があることを確認してくださ
い。詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスのサイズ
変更の互換性」を参照してください。
• 最後に、推奨事項ごとに提供されるパフォーマンスリスク評価を検討します。パフォーマンスリスク
は、推奨されるインスタンスタイプがワークロードのパフォーマンス要件を満たすかどうかを検証する
ために費やす必要のある作業量を示します。また、変更前と変更後に厳格な負荷テストおよびパフォー
マンステストを行うことをお勧めします。
その他のリソース
このページのトピックに加えて、次のリソースも参照してください。
• Amazon EC2 インスタンスタイプ
• AWS Compute Optimizer ユーザーガイド

297

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing を使用して Auto Scaling グ
ループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散
させる
Elastic Load Balancing は、実行しているすべての EC2 インスタンス間で、受信したアプリケーションの
トラフィックを自動的に分散させます。Elastic Load Balancing は、どのインスタンスにも負荷がかからな
いように、トラフィックを最適にルーティングすることで受信したリクエストを管理します。
Auto Scaling グループで Elastic Load Balancing を使用するには、Auto Scaling グループにロードバラン
サーを添付する (p. 300)。これにより、グループがロードバランサーに登録され、ロードバランサー
は、Auto Scaling グループへのすべての受信ウェブトラフィックの 1 つのお問合せポイントとして機能し
ます。
Auto Scaling グループで Elastic Load Balancing を使用する場合、ロードバランサーまたはターゲットグ
ループに個々の EC2 インスタンスをロードバランサーに登録する必要はありません。Auto Scaling グルー
プによって起動されたインスタンスは、自動的にロードバランサーのメンバーとなります。同様に、Auto
Scaling グループによって終了されたインスタンスは、ロードバランサーから自動的に登録解除されます。
ロードバランサーを Auto Scaling グループに添付した後、Elastic Load Balancing メトリクス (ターゲット
あたりの Application Load Balancer のリクエスト数など)を使用して、需要の変化に応じてグループ内のイ
ンスタンス数をスケールするように Auto Scaling グループを設定できます。
必要に応じて、Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加できます。これによ
り、Amazon EC2 Auto Scaling はこれらの追加のヘルスチェックに基づいて異常なインスタンスを識別し
て置き換えることができます。それ以外の場合は、ターゲットグループの正常なホスト数が許可されてい
るよりも少ない場合、通知する CloudWatch アラームを作成できます。
目次
• Elastic Load Balancing のタイプ (p. 298)
• Elastic Load Balancing の使用開始の前提条件 (p. 299)
• Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチする (p. 300)
• ロードバランサーのアタッチメントステータスについて (p. 302)
• Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Application Load Balancer または Network Load Balancer
を設定する (p. 302)
• Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加する (p. 303)
• アベイラビリティーゾーンを追加および削除する (p. 304)
• AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使って Elastic Load Balancing を操作する例 (p. 307)
• チュートリアル: スケーリングとロードバランシングを使用するアプリケーションのセットアッ
プ (p. 310)

Elastic Load Balancing のタイプ
Elastic Load Balancing は、Auto Scaling グループで使用できる四つのタイプのロードバランサーを提供
します:それらは、Application Load Balancer、Network Load Balancer、Gateway Load Balancer、Classic
Load Balancer です。
ロードバランサーの設定方法は、種類によって大きく異なります。Application Load Balancer、Network
Load Balancer、Gateway Load Balancer で、インスタンスはターゲットグループにターゲットとしてメン
バーとされ、トラフィックをターゲットグループに送信します。Classic Load Balancer で、インスタンス
はロードバランサーに直接メンバーとされます。
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Application Load Balancer
ルーティングと負荷分散をアプリケーションレイヤー (HTTP/HTTPS) で行い、パスベースのルーティ
ングをサポートしています。Application Load Balancer は、仮想プライベートクラウド (VPC) の EC2
instancesのように、1 つまたは複数のメンバーとなったターゲット上のポート にリクエストを送信す
ることができます。
Network Load Balancer
レイヤー 4 ヘッダーから抽出されたアドレス情報に基づいて、トランスポートレイヤー (TCP/UDP レ
イヤー 4) でルーティングとロードバランシングを行います。Network Load Balancer は、ロードバラ
ンサーの有効期間中、トラフィックバーストを処理し、クライアントの出典 IP を保持して、固定 IP
を使用します。
Gateway Load Balancer
アプライアンス・インスタンスのフリートにトラフィックを分散します。ファイアウォール、侵入検
知および防止システム、その他のアプライアンスなど、サードパーティー製の仮想アプライアンスの
スケール、可用性、およびシンプルさを提供します。Gateway Load Balancer は、GENEVEプロトコ
ルをサポートする仮想アプライアンスと連携します。追加の技術統合が必要なため、Gateway Load
Balancer を選択する前に、必ずユーザーガイドを参照してください。
Classic Load Balancer
トランスポートレイヤー (TCL/SSL) あるいはアプリケーションレイヤー (HTTP/HTTPS) のいずれかで
行うルーティングあるいはロードバランサー。
Elastic Load Balancing の詳細はこちら、以下のトピックを参照してください:
• Elastic Load Balancing とは?
• Application Load Balancer とは?
• Network Load Balancer とは?
• Gateway Load Balancer とは？
• Classic Load Balancer とは？

Elastic Load Balancing の使用開始の前提条件
Elastic Load Balancing ドキュメントの手順に従って、ロードバランサーとターゲットグループを作成しま
す。Amazon EC2 インスタンスを登録するステップは省略します。Amazon EC2 Auto Scaling がインスタ
ンスを自動的に登録 (および登録解除) します。詳細については、「Elastic Load Balancing ユーザーガイ
ド」の「Elastic Load Balancing で使用開始」を参照してください。
または、Application Load Balancer または Network Load Balancer を作成したい場合は、ロードバラ
ンサーとターゲットグループをここで作成する必要はありません。Amazon EC2 Auto Scaling コンソー
ルから、新しい Application Load Balancer または Network Load Balancerを作成して添付できます。詳
しくは、「Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Application Load Balancer または Network Load
Balancer を設定する (p. 302)」を参照してください。
Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチするには、まず以下の前提条件を満たしていること
を確認します。
• ロードバランサーとそのターゲットグループは、Auto Scaling グループと同じ VPC およびリージョ に
存在する必要があります。
• ターゲットグループは、instance のターゲットタイプを指定する必要があります。Auto Scaling グ
ループを使用する場合、ip のターゲットタイプを指定することはできません。
• 起動テンプレートまたは起動設定のセキュリティグループを設定して、ロードバランサーからのトラ
フィックが Auto Scaling グループに到達できるようにする必要があります。推奨されるルールは、ロー
ドバランサーのタイプと、ロードバランサーが使用するバックエンドのタイプによって異なります。例
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えば、トラフィックをウェブ サーバーに送信するには、ロードバランサーからポート 80 でインバウン
ド HTTP アクセスを許可します。
• Gateway Load Balancer の背後に仮想アプライアンスをデプロイする場合、Amazon マシンイメージ
(AMI) で GENEVE プロトコルをサポートする AMI の ID を指定して、Auto Scaling グループが Gateway
Load Balancer とトラフィックを交換できるようにする必要があります。また、起動テンプレートまた
は起動設定で指定するセキュリティグループでは、ポート 6081 で UDP トラフィックを許可する必要が
あります。
Auto Scaling グループで Elastic Load Balancing ヘルスチェックの結果を使用してインスタンスのヘルスを
判断できるようにする前に、以下の追加前提条件を満たしていることを確認してください。
• 起動テンプレートまたは起動設定で指定するセキュリティグループでは、ヘルスチェックを実行する
ために Elastic Load Balancing の正しいポート上のロードバランサーからのアクセスを許可する必要
があります。詳しくは、「Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加す
る (p. 303)」を参照してください。

Tip
完了に時間がかかるブートストラップスクリプトがある場合、起動ライフサイクルフックを Auto
Scaling グループに追加して、ブートストラップスクリプトが正常に完了し、インスタンス上のア
プリケーションでトラフィックを受け入れる準備ができるまでロードバランサーの背後でのイン
スタンス登録を遅延させることができます (オプション)。Amazon EC2 Auto Scaling コンソール
で Auto Scaling グループを初めて作成するときにライフサイクルフックを追加することはできま
せん。ライフサイクルフックは、グループを作成した後に追加できます。詳しくは、「Amazon
EC2 Auto Scaling のライフサイクルフック (p. 202)」を参照してください。

Auto Scaling グループにロードバランサーをアタッチ
する
このトピックでは、Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ロードバランサーを添付する方法
について説明します。Amazon EC2 Auto Scaling は Elastic Load Balancing と統合されていて、Auto
Scaling グループの前にApplication Load Balancer、Network Load Balancer、Classic Load Balancer、ま
たは Gateway Load Balancer を挿入できます。さまざまなタイプのロードバランサーの詳細については、
「Elastic Load Balancing のタイプ (p. 298)」を参照してください。
Application Load Balancer、Network Load Balancer、または Gateway Load Balancer を添付する場合は、
ターゲットグループを添付します。Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンスが起動されたときに、ア
タッチされたターゲットグループにインスタンスを追加します。1 つもしくは複数のターゲットグループ
を添付し、ターゲットグループごとにヘルスチェックを設定できます。
ターゲットグループを Auto Scaling グループにアタッチするためのガイドについては、「チュートリアル:
スケーリングとロードバランシングを使用するアプリケーションのセットアップ (p. 310)」を参照してく
ださい。
目次
• 既存のロードバランサーの添付 (p. 300)
• ロードバランサーをデタッチする (p. 301)

既存のロードバランサーの添付
グループを作成または更新するときに、既存のロードバランサーを Auto Scaling グループに添付できま
す。グループの作成と同時に新しいApplication Load Balancer または Network Load Balancer を作成して
アタッチしたい場合は、「Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Application Load Balancer または
Network Load Balancer を設定する (p. 302)」を参照してください。
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新しい Auto Scaling グループを作成しているときに、既存のロードバランサーを添付するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) を選択します。

3.

ステップ 1 と 2 では、必要に応じてオプションを選択し、「ステップ 3: アドバンストオプションを設
定する」へ進みます。

4.

[Load balancing] (ロードバランシング) では、[Attach to an existing load balancer] (既存のロードバラ
ンサーにアタッチ) を選択します。

5.

[Attach to an existing load balancer] (既存のロードバランサーにアタッチ) で、次のいずれかの操作を
行います:
a.

Application Load Balancerでは、Network Load Balancers、および Gateway Load Balancer:
[Choose from your load balancer target groups] (ロードバランサーのターゲットグループから選
択) を選択して、[Existing load balancer target groups] (既存のロードバランサーターゲットグ
ループ) でターゲットグループを選択します。

b.

Classic Load Balancerでは:
選択[Choose from Classic Load Balancers] (Classic Load Balancerから選択) を選択し
て、[Classic Load Balancer] でロードバランサーを選択します。

6.

Auto Scaling グループの作成に進みます。Auto Scaling グループの作成後、インスタンスは自動的に
ロードバランサーにメンバーとされます。

既存の Auto Scaling グループに既存のロードバランサーを添付するには
次の手順に従って、ロードバランサーを既存の Auto Scaling グループに添付します。
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Details] (詳細) タブで、[Load balancing] (ロードバランシング)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Load balancing] (ロードバランシング) で、次のいずれかの操作を行います。

5.

a.

[Application, Network or Gateway Load Balancer target groups] (Application, Network または
Gateway Load Balancer のターゲットグループ) で、そのチェックボックスを選択してターゲット
グループを選択します。

b.

[Classic Load Balancer] で、そのチェックボックスを選択してロードバランサーを選択します。

[Update] (更新) を選択します。

ロードバランサーをデタッチする
ロードバランサーが不要になった場合、以下の手順に従って、Auto Scaling グループからデタッチしま
す。

グループからロードバランサーをデタッチするには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。
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3.

[Details] (詳細) タブで、[Load balancing] (ロードバランシング)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Load balancing] (ロードバランシング) で、次のいずれかの操作を行います。
a.

5.

[Application, Network or Gateway Load Balancer target groups] (Application, Network または
Gateway Load Balancer のターゲットグループ) で、ターゲットグループの横にある削除 (X) アイ
コンを選択します。

b. [Classic Load Balancer] で、ロードバランサーの横にある削除 (X) アイコンを選択します。
[Update] (更新) を選択します。

ロードバランサーのアタッチメントステータスについ
て
[describe-load-balancer-target-groups] (ロードバランサーターゲットグループを記述する) コマンドを使用
してターゲットグループを記述した場合、または [describe-load-balancers] (ロードバランサーを記述する)
コマンドを使用してロードバランサーを記述した場合、State パラメータにロードバランサーのアタッチ
メントステータスが返されます。
ロードバランサーをアタッチすると、グループのインスタンスの登録中、Adding 状態になります。
グループのすべてのインスタンスがメンバーとされると、Added の状態になります。最低 1 つの登録
されたインスタンスがヘルスチェックを通過した後、InService 状態になります。ロードバランサー
が InService 状態にある場合、Amazon EC2 Auto Scaling は異常と報告されたインスタンスを 終了
し、置き換えることができます。メンバーとされたインスタンスがヘルスチェックに合格しない場合 (例
えば、誤って設定されたヘルスチェックが原因)、ロードバランサーは InService 状態に入力しませ
ん。Amazon EC2 Auto Scaling はインスタンスを終了し置き換えをすることはありません。
ロードバランサーをデタッチすると、グループのインスタンスの登録解除中、Removing 状態になりま
す。登録解除されてもインスタンスは引き続き実行されます。Application Load Balancer、Network Load
Balancer、および Gateway Load Balancer では、Connection Draining がデフォルトで有効になっていま
す。Connection Draining が有効になっている場合、Elastic Load Balancing は、処理中のリクエストが完
了するまで、または最大タイムアウトの期限が切れるまで (どちらか早い方) 待機してから、インスタンス
の登録を解除します。

Amazon EC2 Auto Scaling コンソールから Application
Load Balancer または Network Load Balancer を設定
する
以下の手順に従い、Auto Scaling グループを作成するときに、Application Load Balancer または Network
Load Balancer を作成して添付します。

新しい Auto Scaling グループの作成時に、新しいロードバランサーを作成して添付するには
1.
2.
3.
4.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。
[Create Auto Scaling group] (Auto Scaling グループの作成) を選択します。
ステップ 1 と 2 では、必要に応じてオプションを選択し、「ステップ 3: アドバンストオプションを設
定する」へ進みます。
[Load balancing] (ロードバランシング) で、[Attach to a new load balancer] (新しいロードバランサー
にアタッチ) を選択します。
a.

[Attach to a new load balancer] (新しいロードバランサーにアタッチ) で、[Load balancer type]
(ロードバランサーのタイプ)に、Application Load Balancer または Network Load Balancer のいず
れを作成するかを選択します。
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b.

[Load balancer name] (ロードバランサーの名前) は、ロードバランサーの名前を入力するか、デ
フォルトの名前のままにします。

c.

[Load balancer scheme] (ロードバランサーのスキーム) で、インターネット向け 公開ロードバラ
ンサーを作成するか、内部向けロードバランサーのデフォルトのままにするかを選択します。

d.

[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティーゾーンとサブネット) で、EC2 インスタンス
を起動するために選択した各アベイラビリティーゾーンに対して、パブリックサブネットを選択
します。(これらは、ステップ 2 で事前設定されます)。

e.

[Listeners and routing] (リスナーとルーティング) をクリックし、リスナーのポート番号を更新し
(必要な場合)、[Default routing] (デフォルトルーティング) で、[Create a target group] (ターゲット
グループの作成) を選択します。または、ドロップダウンリストから既存のターゲットグループ
を選択することができます。
最後のステップで、[Create a target group] (ターゲットグループの作成) を選択した場合、[New
target group name] (新しいターゲットグループ名) にターゲットグループの名前を入力するか、
デフォルトの名前のままにします。

f.
g.
5.

ロードバランサーにタグを追加するには、[Add tag] (タグの追加) を選択して、タグごとにタグの
キーと値を指定します。
Auto Scaling グループの作成に進みます。Auto Scaling グループの作成後、インスタンスは自動的に
ロードバランサーにメンバーとされます。

Note
Auto Scaling グループを作成したら、Elastic Load Balancing コンソールを使用して追加のリ
スナーを作成できます。これは、HTTPS などの安全なプロトコルや UDP リスナーを使用し
てリスナーを作成する必要がある場合に便利です。異なるポートを使用していれば、既存の
ロードバランサーにもっとリスナーを追加できます。

Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘル
スチェックを追加する
Auto Scaling グループのデフォルトのヘルスチェックは EC2 ステータスチェックのみです。インスタンス
がこれらのステータスチェックに失敗すると、異常とマークされ、Amazon EC2 Auto Scaling が新しい代
替インスタンスを起動している間に終了します。
1 つまたは複数のロードバランサーターゲットグループ、1 つまたは複数の Classic Load Balancer、ま
たはその両方を Auto Scaling グループに添付できます。ただしデフォルトでは、Auto Scaling グループ
は、Elastic Load Balancing のヘルスチェックに合格しない場合にインスタンスを異常であると見なさず、
置き換えません。
Auto Scaling グループが、追加のロードバランサーのテストに基づいてインスタンスヘルスを判断でき
るように、Elastic Load Balancing (ELB) ヘルスチェックを使用するように Auto Scaling グループを設定
します。ロードバランサーは定期的に ping を送信し、接続を試みたり、または EC2 インスタンスのテ
ストをリクエストしたり、インスタンスが異常かどうかを判断します。Elastic Load Balancing の ヘルス
チェックを使用するように Auto Scaling グループを設定すると、EC2 ステータスチェックまたは Elastic
Load Balancing のヘルスチェックのいずれかに合格しない場合、そのインスタンスは異常であると判断し
ます。複数のロードバランサー ターゲットグループまたは Classic Load Balancer をグループに添付する
場合、インスタンスが正常と見なされるためには、すべてのロードバランサーが、インスタンスは正常で
あるとして報告する必要があります。ロードバランサーの 1 つがインスタンスを異常として報告した場合
は、他のロードバランサーがこれを正常として報告した場合でも、Auto Scaling グループ はそのインスタ
ンスを置き換えます。

Elastic Load Balancing のヘルスチェックを追加する
次の手順に従って、Elastic Load Balancing (ELB) の ヘルスチェックを Auto Scaling グループに追加しま
す。
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Elastic Load Balancing のヘルスチェックを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Details] (詳細) タブで、[Health checks] (ヘルスチェック)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Health check type] (ヘルスチェックタイプ) で、[Enable ELB health checks] (ELB ヘルスチェックの
有効化) を選択します。

5.

[Health check grace period] (ヘルス チェックの猶予期間) で、インスタンスが InService 状態に
なってから、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスのヘルスステータスをチェックするまで待機
する必要がある時間を秒単位で入力します。詳しくは、「Auto Scaling グループにヘルスチェックの
猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。

6.

[Update] (更新) を選択します。

7.

[Instance management] (インスタンス管理) タブの [Instances] (インスタンス) で、インスタンスの
ヘルスステータスを表示できます [Health Status] (ヘルスステータス) 列に、新しく追加したヘルス
チェックの結果が表示されます。

以下も参照してください。
• 詳しくは、「Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)」を参照してください。
• Application Load Balancer のヘルスチェックを設定するには、「Application Load Balancer のユーザー
ガイド」の「ターゲットグループのヘルスチェック」を参照してください。
• Network Load Balancer のヘルスチェックを設定するには、「Network Load Balancers のユーザーガイ
ド」の「ターゲットグループのヘルスチェック」を参照してください。
• Gateway Load Balancer のヘルスチェックを設定するには、「Gateway Load Balancers のユーザーガイ
ド」のターゲットグループのヘルスチェック」を参照してください。
• Classic Load Balancer のヘルスチェックを設定するには、「Classic Load Balancer のユーザーガイド」
の「Classic Load Balancer でのヘルスチェックの設定」を参照してください。

アベイラビリティーゾーンを追加および削除する
Auto Scaling グループをリージョン 内の複数のアベイラビリティーゾーンに配置し、それらのアベイラビ
リティーゾーンに受信トラフィックを配信するようにロードバランサーを添付して、地理的な冗長性によ
る安全性と信頼性を活用できます。
1 つのアベイラビリティーゾーンが異常または使用不可になったとき、Amazon EC2 Auto Scaling は、影
響を受けていないアベイラビリティーゾーンで新しいインスタンスを起動します。異常な状態のアベイ
ラビリティーゾーンが正常な状態に戻ったら、Amazon EC2 Auto ScalingはAuto Scalingグループのすべ
てのアベイラビリティーゾーンにわたって均等にアプリケーションインスタンスを自動的に再分配しま
す。Amazon EC2 Auto Scaling は、インスタンス数が最も少ないアベイラビリティーゾーンで新しいイン
スタンスの起動を試みることによって、これを実行します。この試みが失敗すると、Amazon EC2 Auto
Scaling は成功するまで他のアベイラビリティーゾーンでの起動を試みます。
Elastic Load Balancing は、ロードバランサーに有効な各アベイラビリティーゾーンにロードバランサー
ノードを作成します。ロードバランサーのクロスゾーン ロードバランシングを有効にすると、各ロード
バランサー ノードは、有効化されたすべてのアベイラビリティーゾーンのメンバーとされたインスタンス
に均等にトラフィックを分配します。クロスゾーン負荷分散が無効の場合は、各ロードバランサーノード
は、そのアベイラビリティーゾーンの登録されたインスタンスにのみリクエストを均等に分散します。
Auto Scaling グループを作成しているときは、少なくとも 1 つのアベイラビリティーゾーンを指定する
必要があります。その後、Auto Scaling グループにアベイラビリティーゾーンを追加し、そのアベイラビ
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リティーゾーンをロードバランサーに対して有効にすることで (ロードバランサーがサポートしている場
合)、アプリケーションの可用性を拡張できます。
目次
• アベイラビリティーゾーンを追加する (p. 305)
• アベイラビリティーゾーンの削除 (p. 305)
• 制約事項 (p. 306)

アベイラビリティーゾーンを追加する
次の手順に従い、追加のアベイラビリティーゾーンのサブネットに Auto Scaling グループとロードバラン
サーを拡張します。

アベイラビリティーゾーンを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Details] (詳細) タブで、[Network] (ネットワーク)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Subnets] (サブネット)で、Auto Scaling グループに追加したいアベイラビリティーゾーンに対応する
サブネットの削除 (X) アイコンを選択します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

6.

ロードバランサーのアベイラビリティーゾーンを更新して、Auto Scaling グループと同じゾーンを共
有するには、以下のステップを完了します:
a.

ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [ロードバランサー] を選択します。

b.

ロードバランサーを選択します。

c.

次のいずれかを実行します。
•

Application Load Balancer および Network Load Balancer の場合:
1. [Description] (説明) タブで、[Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、[Edit
subnets] (サブネットを編集する) を選択します。
2. [Edit subnets] (サブネットを編集する) ページの[Availability Zone] (アベイラビリティー
ゾーン) で、追加するアベイラビリティーゾーンのチェックボックスを選択します。その
ゾーンにサブネットが 1 つしかない場合は、そのサブネットが選択されています。その
ゾーンに複数のサブネットがある場合は、いずれかのサブネットを選択します。

•

VPC 内の Classic Load Balancer の場合:
1. [Instances] (インスタンス) タブで、[Edit Availability Zones] (アベイラビリティーゾーンの
編集) を選択します。
2. [Add and Remove Subnets] (サブネットを追加および削除する) ページの [Available
subnets] (使用可能なサブネット) で、追加 (+) アイコンを使用してサブネットを選択しま
す。サブネットが [Selected subnets] (選択済みサブネット) に移動します。

d.

[Save] を選択します。

アベイラビリティーゾーンの削除
Auto Scaling グループおよびロードバランサーからアベイラビリティーゾーンを削除するには、以下の手
順に従います。
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アベイラビリティーゾーンを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/ec2/ でAmazon EC2 コンソールを開き、ナビゲーションペインで
[Auto Scaling グループ] を選択します。

2.

既存のグループの横にあるチェックボックスをオンにします。
[Auto Scaling groups] (Auto Scaling グループ) ページの下部にスプリットペインが開きます。

3.

[Details] (詳細) タブで、[Network] (ネットワーク)、[Edit] (編集) の順に選択します。

4.

[Subnets] (サブネット)で、Auto Scaling グループから削除したいアベイラビリティーゾーンに対応す
るサブネットの削除 (X) アイコンを選択します。そのゾーンに複数のサブネットがある場合は、それ
ぞれの 削除 (X) アイコンを選択します。

5.

[Update] (更新) を選択します。

6.

ロードバランサーのアベイラビリティーゾーンを更新して、Auto Scaling グループと同じゾーンを共
有するには、以下のステップを完了します:
a.

ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [ロードバランサー] を選択します。

b.

ロードバランサーを選択します。

c.

次のいずれかを実行します。
•

Application Load Balancer および Network Load Balancer の場合:
1. [Description] (説明) タブで、[Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で、 [Edit
subnets] (サブネットを編集する) を選択します。
2. [Edit subnets] (サブネットの編集) ページの [Availability Zones] (アベイラビリティーゾー
ン) で、チェックボックスをオフにするとアベイラビリティーゾーンのサブネットが削除
されます。

•

VPC 内の Classic Load Balancer の場合:
1. [Instances] (インスタンス) タブで、[Edit Availability Zones] (アベイラビリティーゾーンの
編集) を選択します。
2. [Add and Remove Subnets] (サブネットをの追加と削除) ページの[Available subnets] (利
用可能なサブネット) で、その削除 (-) アイコンを使用してサブネットを削除します。サブ
ネットが [Available Subnets] (利用可能なサブネット) の下に移動します。

d.

[Save] を選択します。

制約事項
ロードバランサーで有効になっているアベイラビリティーゾーンを更新するには、次の制限事項に注意す
る必要があります。
• ロードバランサー用のアベイラビリティーゾーンを有効にすると、そのアベイラビリティーゾーンから
サブネットを 1 つ指定します。ロードバランサーでは、アベイラビリティーゾーンごとに最大で 1 つの
サブネットを有効にできることに注意してください。
• インターネット向けロードバランサーの場合、ロードバランサーに指定するサブネットには最低 八個の
利用可能な IP アドレスが必要です。
• Application Load Balancer の場合、少なくても 二つのアベイラビリティーゾーンを有効にする必要があ
ります。
• Network Load Balancers の場合、有効になっているアベイラビリティーゾーンを無効にすることはでき
ませんが、追加のアベイラビリティーゾーンを有効にすることはできます。
• Gateway Load Balancer の場合、ロードバランサーの作成時に追加されたアベイラビリティーゾーンま
たはサブネットは変更できません。
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AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使って
Elastic Load Balancing を操作する例
AWS CLI を使用して、ロードバランサーの添付とデタッチ、Elastic Load Balancing のヘルスチェックの
追加、およびアベイラビリティーゾーンの更新を行います。
目次
• ロードバランサーターゲットグループをアタッチする (p. 307)
• ロードバランサーターゲットグループを記述する (p. 307)
• ロードバランサーゲットグループをデタッチする (p. 308)
• Classic Load Balancer をアタッチする (p. 308)
• Classic Load Balancer を記述する (p. 308)
• Classic Load Balancer をデタッチする (p. 308)
• Elastic Load Balancing のヘルスチェックを追加する (p. 308)
• アベイラビリティーゾーンの更新 (p. 309)

ロードバランサーターゲットグループをアタッチする
次の [create-auto-scaling-group] (オートスケーリンググループを作成) コマンドは、添付されたターゲッ
トグループを使用して、Auto Scaling グループを作成します。Application Load Balancer、Network Load
Balancer、または Gateway Load Balancer のターゲットグループの Amazon リソースネーム (ARN) を指
定します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-template "LaunchTemplateName=my-launch-template,Version=1" \
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
--target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/mytargets/1234567890123456" \
--max-size 5 --min-size 1 --desired-capacity 2

以下の[attach-load-balancer-target-groups] (ロードバランサーターゲットグループを添付) コマンドは、既
存の Auto Scaling グループにターゲットグループを添付します。
aws autoscaling attach-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg \
--target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/mytargets/1234567890123456"

ロードバランサーターゲットグループを記述する
Auto Scaling グループに関連付けられているターゲットグループを表示するには、[describe-loadbalancer-target-groups] (ロードバランサーターゲットグループを記述する) コマンドを使用します。次の
例では、my-asgのターゲットグループの一覧を表示します。
aws autoscaling describe-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg

出力された State フィールドの説明については、以前のトピックの ロードバランサーのアタッチメント
ステータスについて (p. 302) セクションを参照してください。
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ロードバランサーゲットグループをデタッチする
ターゲットグループが不要になった場合、以下の[detach-load-balancer-target-groups] (ロードバランサー
ターゲットグループをデタッチする) コマンドを使用して、Auto Scaling グループからターゲットグループ
をデタッチします。
aws autoscaling detach-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg \
--target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:123456789012:targetgroup/mytargets/1234567890123456"

Classic Load Balancer をアタッチする
以下の[create-auto-scaling-group] (Auto Scaling グループを作成する) コマンドは、Classic Load Balancer
が添付された Auto Scaling グループを作成します。
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--launch-configuration-name my-launch-config \
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
--load-balancer-names "my-load-balancer" \
--max-size 5 --min-size 1 --desired-capacity 2

以下の[attach-load-balancers] (ロードバランサーをアタッチする) コマンドは、指定された Classic Load
Balancer を既存の Auto Scaling グループにアタッチします。
aws autoscaling attach-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg \
--load-balancer-names my-lb

Classic Load Balancer を記述する
Auto Scaling グループに関連付けられている Classic Load Balancer を表示するには、[describe-loadbalancers] (Load Balancer を記述する) コマンドを使用します。次の例では、my-asg の Classic Load
Balancer を一覧表にしています。
aws autoscaling describe-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg

出力された State フィールドの説明については、「ロードバランサーのアタッチメントステータスについ
て (p. 302)」を参照してください。

Classic Load Balancer をデタッチする
ロードバランサーが不要になったら、以下の [detach-load-balancers] (ロードバランサーをデタッチ) コマ
ンドが、Auto Scaling グループから Classic Load Balancer をデタッチします。
aws autoscaling detach-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg \
--load-balancer-names my-lb

Elastic Load Balancing のヘルスチェックを追加する
Elastic Load Balancing ヘルスチェックを Auto Scaling グループに追加するには、以下の [update-autoscaling-group] (オートスケーリンググループを更新) を実行し、--health-check-type オプションの値
として ELB を指定します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-lb-asg \
--health-check-type ELB
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ヘルスチェックの猶予期間を更新するには、--health-check-grace-period オプションを使用しま
す。新しいインスタンスは、多くの場合、ヘルスチェックに合格する前に簡単なウォームアップの時間が
必要です。猶予期間で十分なウォームアップ時間が提供されない場合、インスタンスはトラフィックを処
理する準備ができていないように見えることがあります。Amazon EC2 Auto Scaling は、これらのインス
タンスを異常と見なして置き換えることがあります。詳しくは、「Auto Scaling グループにヘルスチェッ
クの猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。
以下の [update-auto-scaling-group] (オートスケーリンググループを更新する) コマンドは Elastic Load
Balancing のヘルスチェックを追加し、猶予期間を 300 秒に指定します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-lb-asg \
--health-check-type ELB --health-check-grace-period 300

アベイラビリティーゾーンの更新
使用するコマンドは、使用するロードバランサー (Application Load Balancer、Network Load Balancer、
または Classic Load Balancer) に応じて異なります。ロードバランサーのサブネットとアベイラビリ
ティーゾーンは、ロードバランサーがサポートしている場合にのみ更新できます。詳しくは、「制約事
項 (p. 306)」を参照してください。

Application Load Balancer または Network Load Balancer を使用する Auto Scaling グループの場
合
1.

次の [update-auto-scaling-group] (オートスケーリンググループを更新する) コマンドを使用し
て、Auto Scaling グループに使用されるサブネットを指定します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--vpc-zone-identifier subnet-41767929 subnet-cb663da2 subnet-8360a9e7

2.

以下の [describe-auto-scaling-groups] (オートスケーリンググループを記述する) コマンドを使用し
て、新しいサブネットのインスタンスがロードバランサーからのトラフィックを受け入れる準備が完
了していることを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg

3.

[set-subnets] (サブネットを設定する) コマンドを使用して、Application Load Balancer または
Network Load Balancer で使用するサブネットを指定します。
aws elbv2 set-subnets --load-balancer-arn my-lb-arn \
--subnets subnet-41767929 subnet-cb663da2 subnet-8360a9e7

VPC に Classic Load Balancer を使用した Auto Scaling グループの場合
1.

次の [update-auto-scaling-group] (オートスケーリンググループを更新する) コマンドを使用し
て、Auto Scaling グループに使用されるサブネットを指定します。
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--vpc-zone-identifier subnet-41767929 subnet-cb663da2

2.

以下の [describe-auto-scaling-groups] (オートスケーリンググループを記述する) コマンドを使用し
て、新しいサブネットのインスタンスがロードバランサーからのトラフィックを受け入れる準備が完
了していることを確認します。
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
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3.

次の [attach-load-balancer-to-subnets] (ロードバランサーをサブネットにアタッチ) コマンド を使用し
て Classic Load Balancer の新しいサブネットを有効にします。
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-lb \
--subnets subnet-cb663da2

サブネットを無効にするには、次の [detach-load-balancer-from-subnets] (サブネットからロードバラ
ンサーをデタッチ) コマンドを実行します。
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-lb \
--subnets subnet-8360a9e7

チュートリアル: スケーリングとロードバランシング
を使用するアプリケーションのセットアップ
Important
このチュートリアルに進む前に、以下の概要チュートリアルを確認することをお勧めしま
す。Amazon EC2 Auto Scaling の使用を開始する (p. 14)
Auto Scaling グループを Elastic Load Balancing ロードバランサーに登録すると、負荷分散されたアプリ
ケーションをセットアップできます。Elastic Load Balancing は Amazon EC2 Auto Scaling と連携し、受
信トラフィックを正常な Amazon EC2 インスタンスに分散させます。これにより、アプリケーションのス
ケーラビリティと可用性が向上します。複数のアベイラビリティーゾーン内で Elastic Load Balancing を
有効にして、アプリケーションの耐障害性を向上させることができます。
このチュートリアルでは、Auto Scaling グループの作成時に負荷分散されたアプリケーションをセット
アップする基本的なステップについて説明します。完了すると、アーキテクチャは次の図表のようになり
ます。
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Elastic Load Balancing では、異なる種類のロードバランサーがサポートされています。このチュートリア
ルでは、Application Load Balancer を使用することをお勧めします。
アーキテクチャへのロードバランサーの導入の詳細については、「Elastic Load Balancing を使用して
Auto Scaling グループ内のインスタンス全体にトラフィックを分散させる (p. 298)」を参照してくださ
い。
タスク
• 前提条件 (p. 311)
• ステップ 1: 起動テンプレートまたは起動設定を設定する (p. 312)
• ステップ 2: Auto Scaling グループを作成する (p. 314)
• ステップ 3: ロードバランサーがアタッチされたことを確認する (p. 315)
• ステップ 4: 次のステップ (p. 316)
• ステップ 5：クリーンアップ (p. 316)

前提条件
• ロードバランサーおよびターゲットグループ。Auto Scaling グループに使用するロードバランサーと同
じアベイラビリティゾーンを選択していることを確認します。詳細については、Elastic Load Balancing
ユーザーガイドの Elastic Load Balancing で使用開始 を参照してください。
• 起動テンプレートまたは起動設定に対応したセキュリティグループ。セキュリティグループは、リス
ナーポート (HTTP トラフィックの場合は通常、ポート 80) および Elastic Load Balancing でヘルス
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チェックに使用するポートの両方で、ロードバランサーからのアクセスが許可されている必要がありま
す。詳細については、該当するドキュメントを参照してください。
• Application Load Balancer のユーザーガイド の「ターゲットセキュリティグループ」
• Network Load Balancer のユーザーガイドの「ターゲットセキュリティグループ」
インスタンスにパブリック IP アドレスがある場合は、オプションでインスタンスに接続するための
SSH トラフィックを許可することもできます。
• (オプション) アプリケーションアクセスを AWS に付与する IAM ロール。
• (オプション) Amazon EC2 インスタンスのソーステンプレートとして定義された Amazon マシンイメー
ジ (AMI)。作成するには、インスタンスを起動します。IAM ロール (作成した場合) と、ユーザーデータ
として必要な設定スクリプトを指定します。インスタンスに接続し、それをカスタマイズします。たと
えば、ソフトウェアやアプリケーションのインストール、データのコピー、追加の EBS ボリュームの
アタッチを行うことができます。インスタンスが正しく設定されたことを確認するために、インスタン
スでアプリケーションをテストします。この更新された設定をカスタム AMI として保存します。後で
使用しないインスタンスは、終了できます。この新しいカスタム AMI から起動されるインスタンスに
は、AMI の作成時に追加したカスタマイズが含まれます。
• Virtual Private Cloud (VPC)。このチュートリアルではデフォルトの VPC を参照していますが、独自
の VPC を使用することもできます。後者の場合は、VPC に、作業中のリージョンの各アベイラビリ
ティーゾーンにマッピングされたサブネットがあることを確認してください。ロードバランサーを作
成するには、2 つ以上のパブリックサブネットが必要です。Auto Scaling グループを作成してロードバ
ランサーに登録するには、2 つのプライベートサブネットまたは 2 つのパブリックサブネットが必要で
す。

ステップ 1: 起動テンプレートまたは起動設定を設定する
このチュートリアルでは、起動テンプレートまたは起動設定を使用します。
使用する起動テンプレートが既に存在している場合は、以下の手順を使用して起動テンプレートを選択し
ます。

Note
または、起動テンプレートを使用する代わりに、起動設定を使用することもできます。起動設定
手順については、「起動設定を作成または選択するｑ (p. 313)」を参照してください。

既存の起動テンプレートを選択するには
1.

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートページを開きます。

2.

画面上部のナビゲーションバーで、ロードバランサーが作成されたリージョンを選択します。

3.

起動テンプレートを削除します。

4.

Actions、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

または、新しい起動テンプレートを作成するために、次の手順を使用します。

起動テンプレートを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートページを開きます。

2.

画面上部のナビゲーションバーで、ロードバランサーが作成されたリージョンを選択します。

3.

[起動テンプレートの作成] を選択します。

4.

名前を入力し、起動テンプレートの最初のバージョンの説明を加えます。

5.

[Application and OS Images (Amazon Machine Image)] (アプリケーションおよび OS イメージ
(Amazon マシンイメージ)) で、インスタンス用の AMI の ID を選択します。利用可能なすべての AMI
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を検索するか、[Recent] (最新) または [クイックスタート] リストから選択できます。必要な AMI が表
示されない場合は、[その他の AMI を閲覧する] を選択して、完全な AMI カタログを参照します。
6.

[インスタンスタイプ] には、指定した AMI と互換性のあるインスタンス用のハードウェア設定を選択
します。

7.

(オプション) [キーペア (ログイン)] で、インスタンスに接続するときに使用するキーペアを選択しま
す。

8.

[Network settings] (ネットワーク設定) で、[Advanced network configuration] (高度なネットワーク設
定) を展開し、以下を実行します。
a.
b.

9.

[Add network interface] (ネットワークインターフェイスを追加) を選択して、プライマリネット
ワークインターフェイスを追加します。
(オプション) [自動割り当てパブリック IP] は、デフォルト値 [起動テンプレートに含めない] のま
まにします。Auto Scaling グループを作成するときは、デフォルト VPC 内のデフォルトサブネッ
トなどの、パブリック IPv4 アドレッシング属性が有効化されているサブネットを使用することに
よって、Auto Scaling グループ内のインスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てることが
できます。または、インスタンスに接続する必要がない場合は、グループ内のインスタンスがイ
ンターネットから直接トラフィックを受信することのないよう、[無効化] を選択することもでき
ます。この場合、トラフィックの受信はロードバランサーからのみになります。

c.

セキュリティグループ ID を使用する場合、ロードバランサーと同じ VPC のインスタンスのセ
キュリティグループを指定します。

d.

[Delete on termination (終了時に削除)] を使用する場合、Yes (はい)を選択してください。これに
より、Auto Scaling グループをスケールインしてネットワークインターフェイスがアタッチされ
ているインスタンスを終了するときに、ネットワークインターフェイスが削除されます。

(オプション) 認証情報をインスタンスに安全に配布するには、[Advanced details (詳細設定)] の [IAM
instance profile (IAM インスタンスプロファイル)] に、IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)
を入力します。

10. (オプション) インスタンスにユーザーデータまたは設定スクリプトを指定するには、[Advanced
details]、[User data] に設定スクリプトを貼り付けます。
11. [起動テンプレートの作成] を選択します。
12. 確認ページで、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

起動設定を作成または選択するｑ
使用する起動設定が既に存在している場合は、以下の手順を使用してこの起動設定を選択します。

既存の起動設定を選択するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソールの [起動設定ページ] を開きます。
画面上部のナビゲーションバーで、ロードバランサーが作成されたリージョンを選択します。
起動設定を選択します。

4.

Actions、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。

または、新しい起動設定を作成するために、次の手順を使用します。

起動設定を作成するには
1.
2.
3.

Amazon EC2 コンソールの [起動設定ページ] を開きます。
画面上部のナビゲーションバーで、ロードバランサーが作成されたリージョンを選択します。
[Create launch configuration (起動設定の作成)] を選択して、起動設定の名前を入力します。

4.
5.
6.

[Amazon マシンイメージ (AMI)] には、検索基準としてインスタンスの AMI の ID を入力します。
[インスタンスタイプ] では、インスタンスのハードウェア設定を選択します。
[Additional configuration (追加設定)] 以下のフィールドに注意してください。
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a.

(オプション) 認証情報を EC2 インスタンスに安全に配布するには、[IAM インスタンスプロファ
イル] で、IAM ロールを選択します。詳しくは、「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリ
ケーション用の IAM ロール (p. 365)」を参照してください。

b.

(オプション) インスタンスにユーザーデータまたは設定スクリプトを指定するには、[Advanced
details (高度な詳細)]、[User data] に設定スクリプトを貼り付けます。

c.

(オプション) [Advanced details (高度な詳細)] の [IP アドレスタイプ] は、デフォルト値のままに
します。Auto Scaling グループを作成する際には、デフォルト VPC 内のデフォルトサブネットな
ど、パブリック IP アドレッシング属性が有効なサブネットを使用することにより、Auto Scaling
グループ内のインスタンスにパブリック IP アドレスを割り当てることができます。または、イン
スタンスに接続する必要がない場合は、グループ内のインスタンスがインターネットから直接ト
ラフィックを受信することのないよう、[パブリック IP アドレスをどのインスタンスにも割り当
てないでください] を選択することもできます。この場合、トラフィックの受信はロードバラン
サーからのみになります。

7.

セキュリティグループを使用する場合、ロードバランサーと同じ VPC から既存のセキュリティグルー
プを選択します。Create a new security group (新しいセキュリティグループの作成)オプションを選択
すると、Linux を実行する Amazon EC2 インスタンスに対してデフォルトの SSH ルールが設定され
ます。デフォルトの RDP ロールは、Windows を実行する Amazon EC2 インスタンスに対して設定さ
れます。

8.

[Key pair (login) (キーペア (ログイン)] で、[Key pair options (キーペアのオプション)] の下にあるオプ
ションを選択します。
すでに Amazon EC2 インスタンスキーペアを設定している場合は、ここで選択できます。
Amazon EC2 インスタンスのキーペアがまだない場合は、[Create a new key pair (新しいキーペアの
作成)] を選択して、わかりやすい名前を付けます。[Download key pair (キーペアのダウンロード)] を
選択し、コンピュータにダウンロードします。

Important
インスタンスに接続する必要がある場合は、[Proceed without a key pair (キーペアなしで続行
する)] を選択しないでください。
9.

確認チェックボックスをオンにし、[Create launch configuration (起動設定の作成) ] を選択します。

10. 新しい起動設定の名前の横にあるチェックボックスを選択し、アクション,Auto Scaling グループの作
成を選択してください。

ステップ 2: Auto Scaling グループを作成する
起動テンプレートまたは起動設定を作成または選択した後、以下の手順に従って中断していた作業を続行
します。

Auto Scaling グループを作成する
1.

[Choose launch template or configuration (起動テンプレートまたは起動設定を選択する)] ページで
[Auto Scaling グループ名] にAuto Scaling グループの名前を入力します。

2.

[Launch template only] [起動テンプレート] で、スケールアウト時に Auto Scaling グループで使用する
起動テンプレートのバージョン (デフォルト、最新、または特定のバージョン) を選択します。

3.

[Next] を選択します。
[Choose instance launch options] (インスタンス起動オプションの選択) ページが表示されます。この
ページでは、Auto Scaling グループで使用する VPC ネットワーク設定を選択し、オンデマンドインス
タンスとスポットインスタンスを起動するためのオプションを選択できます (起動テンプレートを選
択した場合)。

4.

[Network] (ネットワーク) セクションの [VPC] で、ロードバランサーに使用した VPC を選択します。
デフォルトの VPC を選択した場合は、インスタンスへのインターネット接続を提供するように自動的
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に設定されます。この VPC には、リージョンの各アベイラビリティーゾーンのパブリックサブネット
が含まれます。
5.

[Availability Zones and subnets] (アベイラビリティゾーンとサブネット) で、ロードバランサーがある
アベイラビリティーゾーンに基づいて、含める各アベイラビリティーゾーンから 1 つ以上のサブネッ
トを選択します。詳しくは、「VPC サブネットを選択する場合の考慮事項 (p. 333)」を参照してく
ださい。

6.

[起動テンプレートのみ] [Instance type requirements] (インスタンスタイプの要件) セクションで、
デフォルト設定を使用して、この手順を簡略化します。(起動テンプレートを上書きしないでくださ
い。) このチュートリアルでは、起動テンプレートで指定されたインスタンスタイプを使用して、オ
ンデマンドインスタンスのみを起動します。

7.

[Next] (次へ) を選択して、[Configure advanced options] (詳細オプションの設定) ページに移動しま
す。

8.

グループを既存のロードバランサーにアタッチするには、[Load balancing] (ロードバランシング) セ
クションで [Attach to an existing load balancer] (既存のロードバランサーにアタッチする) を選択しま
す。[Choose from your load balancer target groups] (ロードバランサーのターゲットグループから選
択する) または [Choose from Classic Load Balancers] (Classic Load Balancer から選択する) も選択で
きます。その後、作成した Application Load Balancer または Network Load Balancer のターゲットグ
ループの名前を選択するか、Classic Load Balancer の名前を選択できます。

9.

（オプション）Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用するには、[ヘルスチェック] で、ヘルス
チェックタイプの[ELB] を選択します。

10. Auto Scaling グループの設定が完了したら、[Skip to review (スキップして確認)] を選択します。
11. [確認] ページで、Auto Scaling グループの詳細を確認します。[Edit] を選択して、変更を加えることが
できます。完了したら、[Auto Scaling グループの作成] を選択します。
ロードバランサーがアタッチされた Auto Scaling グループを作成すると、ロードバランサーは新しいイン
スタンスがオンラインになると自動的に登録します。この時点ではインスタンスが 1 つしかないため、登
録するインスタンスは多くありません。ただし、グループの希望キャパシティーを更新することで、イン
スタンスを追加できるようになりました。手順については、手動スケーリング (p. 127) を参照してくださ
い。

ステップ 3: ロードバランサーがアタッチされたことを確認する
ロードバランサーがアタッチされたことを確認するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページで、Auto Scaling グループの横にあるチェッ
クボックスをオンにします。

2.

[詳細] タブの [Load balancing] には、アタッチされているロードバランサーターゲットグループまた
は Classic Load Balancer が表示されます。

3.

[アクティビティ]タブのアクティビティ履歴で、インスタンスが正常に起動したことを確認できます。
[Status] 列は Auto Scaling グループがインスタンスを正常に起動したかどうかを表示します。インス
タンスの起動に失敗した場合は、Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする (p. 375)
にインスタンスの起動に関する一般的な問題のトラブルシューティングのヒントがあります。

4.

[インスタンス管理] タブの [インスタンス] で、インスタンスがトラフィックを受け取る準備ができた
ことを確認できます。当初、インスタンスの状態は Pending です。インスタンスがトラフィックを
受信できるようになったら、そのステータスは InService です。[Health Status] 列には、インスタ
ンスのAmazon EC2 Auto Scaling ヘルスチェックの結果が表示されます。インスタンスが正常とマー
クされていても、ロードバランサーは、ロードバランサーのヘルスチェックに合格したインスタンス
にのみ、トラフィックを送信します。

5.

インスタンスがロードバランサーに登録されていることを確認します。Amazon EC2 コンソール
のターゲットグループページを開きます。ターゲットグループを選択し、[ターゲット] タブを選択し
ます。インスタンスの状態が initial の場合、おそらく登録中であるか、まだヘルスチェック中で
す。インスタンスの状態が healthy になると、使用できる状態です。
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ステップ 4: 次のステップ
このチュートリアルを完了したので、さらに詳しい内容に進むことができます。
• Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用するように、Auto Scaling グループを設定できます。ロー
ドバランサーのヘルスチェックを有効にして、インスタンスがヘルスチェックに失敗した場合、Auto
Scaling グループはインスタンスを異常と見なし、これを置き換えます。詳しくは、「Elastic Load
Balancing のヘルスチェックを追加する (p. 303)」を参照してください。
• 同じリージョン内の追加のアベイラビリティーゾーンにアプリケーションを拡張して、サービス中断が
発生した場合の耐障害性を向上させることができます。詳しくは、「アベイラビリティーゾーンを追加
する (p. 304)」を参照してください。
• Auto Scaling グループを設定することで、ターゲット追跡スケーリングポリシーを使用できます。これ
により、インスタンスの需要の変化に応じて、インスタンスの数が自動的に増減します。これにより、
グループはアプリケーションが受信するトラフィック量の変化に対応できます。詳しくは、「ターゲッ
ト追跡スケーリングポリシー (p. 139)」を参照してください。

ステップ 5：クリーンアップ
このチュートリアル用に作成したリソースを使用し終えたら、不要な料金の発生を回避するため、クリー
ンアップを検討してください。

Auto Scaling グループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの Auto Scaling グループページを開きます。

2.

Auto Scaling グループの横にあるチェックボックスを選択します。

3.

[削除] を選択します。

4.

確認を求められたら、delete を入力して指定された Auto Scaling グループの削除を確認し、[Delete]
(削除) を選択します。
[Name (名前)] 列のロードアイコンに、Auto Scaling グループが削除されたことが示されます。削除が
行われると、[Desired] (必要)、[Min] (最小)、[Max] (最大) 列には、Auto Scaling グループのインスタン
ス数として 0 と表示されます。インスタンスを終了し、グループを削除するには数分かかります。リ
ストを更新して、現在の状態を確認します。

起動テンプレートを維持する場合は、この手順をスキップします。

起動テンプレートを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの起動テンプレートページを開きます。

2.

起動テンプレートを選択します。

3.

[アクション]、[テンプレートの削除] の順に選択します。

4.

確認を求められたら、Delete を入力して指定した起動テンプレートの削除を確認し、[Delete] (削除)
を選択します。

起動設定を維持する場合は、以下の手順をスキップします。

起動設定を削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールの [起動設定ページ] を開きます。

2.

起動設定を選択します。

3.

[Actions]、[Delete launch configuration] の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[削除] を選択します。
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将来使用できるように、ロードバランサーを保持する場合は、次の手順をスキップします。

ロードバランサーを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールで [ロードバランサーページ] を開きます 。

2.

ロードバランサーを選択してから、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] の順に選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

ターゲットグループを削除するには
1.

Amazon EC2 コンソールのターゲットグループページを開きます。

2.

ターゲットグループを選択し、[Actions (アクション)]、[Delete (削除)] を選択します。

3.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Yes、Delete] を選択します。

Auto Scaling イベントの処理に EventBridge を使用
する
Amazon EventBridge は、以前はCloudWatch Eventsと呼ばれていましたが、リソースをモニタリングし、
他の AWS のサービスを使用するターゲットアクションを起動するための、イベント駆動型のルールを設
定に役立ちます。
Amazon EC2 Auto Scaling からのイベントは、ほぼリアルタイムに EventBridge に提供されます。これら
のさまざまなイベントへの対応でプログラム的なアクションや通知を呼び出す EventBridge ルールを設定
できます。例えば、インスタンスの起動または終了プロセス中に AWS Lambda 関数を呼び出して、事前
設定されたタスクを実行することができます。
EventBridge ルールのターゲットは、AWS Lambda 関数、Amazon SNS トピック、API 送信先、他の
AWS アカウント 内のイベントバスなどにすることができます。詳細については、[Amazon EventBridge
ユーザーガイド] の [Amazon EventBridge ターゲット] を参照してください 。
Amazon SNS トピックと EventBridge ルールを使用する例を用いて EventBridge ルールを作成するこ
とで開始します。その後、ユーザーがインスタンスの更新を開始すると、チェックポイントに到達する
たびに Amazon SNS が E メールで通知します。詳細については、「インスタンスの更新イベント用の
EventBridge ルールを作成する (p. 327)」を参照してください。
目次
• Amazon EC2 Auto Scaling イベントリファレンス (p. 317)
• ウォームプールイベントのタイプとパターン (p. 323)
• EventBridge ルールの作成 (p. 327)

Amazon EC2 Auto Scaling イベントリファレンス
Amazon EventBridge を使用すると、受信イベントを照合し、処理のためにターゲットにルーティングす
るルールを作成できます。

イベントの例
以下は、Amazon EC2 Auto Scaling のイベントの例です。イベントは、ベストエフォートベースで生成さ
れます。
イベントタイプ
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• EC2 インスタンス起動のライフサイクルアクション (p. 318)
•
•
•
•
•

EC2 インスタンスの起動に成功 (p. 318)
EC2 インスタンスの起動に失敗 (p. 319)
EC2 インスタンス終了のライフサイクルアクション (p. 319)
EC2 インスタンスの終了に成功 (p. 320)
EC2 インスタンスの終了に失敗 (p. 320)

• EC2 Auto Scaling インスタンスの更新チェックポイントに到達しました (p. 321)
• EC2 Auto Scaling インスタンスの更新がスタートしました (p. 321)
• EC2 Auto Scaling インスタンスの更新に成功しました (p. 322)
• EC2 Auto Scaling インスタンスの更新に失敗しました (p. 322)
• EC2 Auto Scaling インスタンスの更新がキャンセルされました (p. 322)

EC2 インスタンス起動のライフサイクルアクション
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling が、ライフサイクルフックに基づいてインスタンスを
Pending:Wait 状態に移行しました。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling は、ライフサイクルフックのイベントでの Origin と Destination
の提供をサポートします (それらの情報が利用可能な場合)。詳細については、「ウォームプール
イベントのタイプとパターン (p. 323)」を参照してください。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LifecycleHookName": "my-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
"NotificationMetadata": "additional-info"
}

EC2 インスタンスの起動に成功
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを正常に起動しました。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance Launch Successful",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn",
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}

"instance-arn"
],
"detail": {
"StatusCode": "InProgress",
"Description": "Launching a new EC2 instance: i-12345678",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group",
"ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"Details": {
"Availability Zone": "us-west-2b",
"Subnet ID": "subnet-12345678"
},
"RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"StatusMessage": "",
"EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"Cause": "description-text"
}

EC2 インスタンスの起動に失敗
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの起動に失敗しました。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance Launch Unsuccessful",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn",
"instance-arn"
],
"detail": {
"StatusCode": "Failed",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group",
"ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"Details": {
"Availability Zone": "us-west-2b",
"Subnet ID": "subnet-12345678"
},
"RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"StatusMessage": "message-text",
"EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"Cause": "description-text"
}

EC2 インスタンス終了のライフサイクルアクション
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling が、ライフサイクルフックに基づいてインスタンスを
Terminating:Wait 状態に移行しました。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling は、ライフサイクルフックのイベントでの Origin と Destination
の提供をサポートします (それらの情報が利用可能な場合)。詳細については、「ウォームプール
イベントのタイプとパターン (p. 323)」を参照してください。
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{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken":"87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"AutoScalingGroupName":"my-asg",
"LifecycleHookName":"my-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId":"i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition":"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
"NotificationMetadata":"additional-info"
}

EC2 インスタンスの終了に成功
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを正常に終了しました。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance Terminate Successful",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn",
"instance-arn"
],
"detail": {
"StatusCode": "InProgress",
"Description": "Terminating EC2 instance: i-12345678",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group",
"ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"Details": {
"Availability Zone": "us-west-2b",
"Subnet ID": "subnet-12345678"
},
"RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"StatusMessage": "",
"EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"Cause": "description-text"
}

EC2 インスタンスの終了に失敗
このイベント例では、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスの終了に失敗しました。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
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"detail-type": "EC2 Instance Terminate Unsuccessful",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn",
"instance-arn"
],
"detail": {
"StatusCode": "Failed",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group",
"ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
"Details": {
"Availability Zone": "us-west-2b",
"Subnet ID": "subnet-12345678"
},
"RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"StatusMessage": "message-text",
"EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"Cause": "description-text"
}

EC2 Auto Scaling インスタンスの更新チェックポイントに到達しました
このイベント例では、置き換えられたインスタンスの数が、チェックポイントに対して定義されたしきい
値の割合に到達します。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Checkpoint Reached",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"InstanceRefreshId": "ab00cf8f-9126-4f3c-8010-dbb8cad6fb86",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group",
"CheckpointPercentage": "50",
"CheckpointDelay": "300"
}

EC2 Auto Scaling インスタンスの更新がスタートしました
このイベント例では、インスタンスの更新のステータスが InProgress に変更されます。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Started",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
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"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group"
}

EC2 Auto Scaling インスタンスの更新に成功しました
このイベント例では、インスタンスの更新のステータスが Succeeded に変更されます。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Succeeded",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group"
}

EC2 Auto Scaling インスタンスの更新に失敗しました
このイベント例では、インスタンスの更新のステータスが Failed に変更されます。
{

}

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Failed",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group"
}

EC2 Auto Scaling インスタンスの更新がキャンセルされました
このイベント例では、インスタンスの更新のステータスが Cancelled に変更されます。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Cancelled",
"source": "aws.autoscaling",
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"account": "123456789012",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
"InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
"AutoScalingGroupName": "my-auto-scaling-group"
}

ウォームプールイベントのタイプとパターン
Note
Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EventBridge の事前定義されたパターンを複数サポート
しています。これは、イベントパターンが作成される方法を簡素化します。フォーム上のフィー
ルド値を選択すると、EventBridge がパターンを生成します。現在、Amazon EC2 Auto Scaling
は、ウォームプールがある Auto Scaling グループによって発行されるイベントに対して事前定
義されたパターンをサポートしていません。パターンは、JSON オブジェクトとして入力する必
要があります。このセクションと「ウォームプールイベント向けの EventBridge ルールを作成す
る (p. 329)」トピックでは、イベントパターンを使用してイベントを選択し、それらをターゲッ
トに送信する方法を説明します。
Auto Scaling グループにライフサイクルフックを追加すると、インスタンスが待機状態に移行するとき
に、イベントが EventBridge に送信されます。
ライフサイクルフックには、2 つの主要イベントタイプがあります。
• EC2 Instance-launch Lifecycle Action
• EC2 Instance-terminate Lifecycle Action
ウォームプールがある Auto Scaling グループが発行する特定のイベントをフィルタリングする
EventBridge ルールを作成するには、イベントの detail セクションからの Origin フィールドと
Destination フィールドを含めます。Origin と Destination フィールドが含まれるイベントは、
ウォームプールがある Auto Scaling グループのみが発行します。
OriginおよびDestination の値には以下を指定できます。
EC2 | AutoScalingGroup | WarmPool
目次
• イベントの例 (p. 323)
• イベントパターンの例 (p. 326)

イベントの例
このセクションでは、インスタンスが待機状態に移行するときに EventBridge に送信されるイベント例を
リストアップします。イベントは、ベストエフォートベースで出力されます。
イベント例
• 例 1: Amazon EC2 Auto Scaling がウォームプールに新しいインスタンスを追加する (p. 324)
• 例 2: Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループにインスタンスを追加する (p. 324)
• 例 3: Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループに新しいインスタンスを追加する (p. 325)
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• 例 4: Amazon EC2 Auto Scaling がウォームプールにインスタンスを戻す (p. 325)

例 1: Amazon EC2 Auto Scaling がウォームプールに新しいインスタンスを追加す
る
このイベント例では、新しいインスタンスがウォームプールに追加されるときに、その状態が
Warmed:Pending:Wait に変わります。これは、スケールアウトイベントのライフサイクルフックが理
由で発生します。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "2021-01-13T00:12:37.214Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken": "71514b9d-6a40-4b26-8523-05e7eEXAMPLE",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LifecycleHookName": "my-launch-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
"NotificationMetadata": "additional-info",
"Origin": "EC2",
"Destination": "WarmPool"
}
}

例 2: Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループにインスタンスを追加
する
このイベント例では、インスタンスが Auto Scaling グループに追加されるときに、その状態が
Pending:Wait に変わります。これは、スケールアウトイベントのライフサイクルフックが理由で発生し
ます。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "2021-01-19T00:35:52.359Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken": "19cc4d4a-e450-4d1c-b448-0de67EXAMPLE",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LifecycleHookName": "my-launch-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
"NotificationMetadata": "additional-info",
"Origin": "WarmPool",
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}

}

"Destination": "AutoScalingGroup"

例 3: Amazon EC2 Auto Scaling が Auto Scaling グループに新しいインスタンス
を追加する
このイベント例では、新しいインスタンスが Auto Scaling グループに追加されるときに、新しいインスタ
ンス (ウォームプールからのインスタンスではありません) の状態が Pending:Wait に変わります。これ
は、スケールアウトイベントのライフサイクルフックが理由で発生します。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "2021-02-01T17:18:06.082Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken": "87654321-4321-4321-4321-21098EXAMPLE",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LifecycleHookName": "my-launch-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
"NotificationMetadata": "additional-info",
"Origin": "EC2",
"Destination": "AutoScalingGroup"
}
}

例 4: Amazon EC2 Auto Scaling がウォームプールにインスタンスを戻す
このイベント例では、インスタンスがウォームプールに戻されるときに、その状態が
Warmed:Pending:Wait に変わります。これは、スケールインイベントのライフサイクルフックが理由
で発生します。
{

"version": "0",
"id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
"detail-type": "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action",
"source": "aws.autoscaling",
"account": "123456789012",
"time": "2022-03-28T00:12:37.214Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg"
],
"detail": {
"LifecycleActionToken": "42694b3d-4b70-6a62-8523-09a1eEXAMPLE",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"LifecycleHookName": "my-termination-lifecycle-hook",
"EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
"LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
"NotificationMetadata": "additional-info",
"Origin": "AutoScalingGroup",
"Destination": "WarmPool"
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}

}

イベントパターンの例
前のセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling によって生成されるイベント例を説明します。
EventBridge イベントパターンは、一致するイベントと同じ構造をしています。イベントのパターンで
は、照合する対象のフィールドを引用符で囲み、検出したい値を指定します。
イベント内の次のフィールドは、ルールで定義され、アクションをトリガーするイベントパターンを形成
します。
"source": "aws.autoscaling"
イベントが Amazon EC2 Auto Scaling Group からのものであることを特定します.
"detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action"
イベントタイプを特定します。
"Origin": "EC2"
インスタンスがどこから来ているかを識別します。
"Destination": "WarmPool"
インスタンスがどこに行くかを識別します。
次のサンプルイベントパターンを使用して、ウォームプールに入るインスタンスに関連付けられているす
べてのイベントをキャプチャします。
{

}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
"detail": {
"Origin": [ "EC2" ],
"Destination": [ "WarmPool" ]
}

次のサンプルイベントパターンを使用して、スケールアウトイベントのためにウォームプールから取り出
されるインスタンスに関連付けられたすべてのイベントをキャプチャします。
{

}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
"detail": {
"Origin": [ "WarmPool" ],
"Destination": [ "AutoScalingGroup" ]
}

次のサンプルイベントパターンを使用して、Auto Scaling グループに直接起動するインスタンスに関連付
けられているすべてのイベントをキャプチャします。
{

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
"detail": {
"Origin": [ "EC2" ],
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}

}

"Destination": [ "AutoScalingGroup" ]

次のサンプルイベントパターンを使用して、スケールインでウォームプールに戻されるインスタンスに関
連付けられているすべてのイベントをキャプチャします。
{

}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action" ],
"detail": {
"Origin": [ "AutoScalingGroup" ],
"Destination": [ "WarmPool" ]
}

次のイベントパターンのサンプルを使用して、送信元や送信先に関わらず、EC2 Instance-launch
Lifecycle Actionに関連付けられているすべてのイベントをキャプチャします。
{
}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ]

EventBridge ルールの作成
Amazon EC2 Auto Scaling がイベントを発行すると、イベント通知が JSON ファイルとして Amazon
EventBridge に送信されます。EventBridge ルールを作成し、イベントパターンがルールに一致したときに
実行するアクションを自動化できます。EventBridge がルールで定義されているパターンに一致するイベ
ントパターンを検出すると、EventBridge はルールで指定されているターゲットを呼び出します。
このセクションの手順例を開始点として使用できます。
以下のドキュメントも役に立つかもしれません。
• Lambda 関数を使用して、インスタンスの起動中、またはインスタンスの終了前にそれらでカスタム
アクションを実行するには、「チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの設
定 (p. 221)」を参照してください。
• CloudTrail のログに記録された API コールで Lambda 関数を呼び出すには、「Amazon EventBridge
ユーザーガイド」の「チュートリアル: EventBridge を使用して、AWS API コールのログを記録する」
を参照してください。
• イベントルールの作成方法に関する詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イ
ベントに反応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参照してください。
トピック
• インスタンスの更新イベント用の EventBridge ルールを作成する (p. 327)
• ウォームプールイベント向けの EventBridge ルールを作成する (p. 329)

インスタンスの更新イベント用の EventBridge ルールを作成する
以下の例は、E メール通知を送信する EventBridge ルールを作成します。これは、インスタンス更新
中、チェックポイントに到達した時に Auto Scaling グループがイベントを発行するたびに実行されま
す。Amazon SNS を使用して E メール通知を設定する手順も含まれています。Amazon SNS を使用して
E メール通知を送信するには、最初にトピックを作成してから、そのトピックと共に E メールアドレスを
登録する必要があります。
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インスタンスの更新機能に関する詳細については、「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インス
タンスを置き換える (p. 102)」を参照してください。

Amazon SNS トピックを作成する
SNS トピックは論理アクセスポイント、つまり Auto Scaling グループ が通知を送信するために使用する
通信チャネルです。トピックの名前を指定することにより、トピックを作成します。
トピック名は、以下の要件を満たしている必要があります。
• 1～256 文字
• 大文字および小文字の ASCII 文字、数字、アンダースコア、またはハイフンが含まれている
詳細については、Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックの作成」
を参照してください。

Amazon SNS トピックを購読します。
Auto Scaling グループがトピックに送信した通知を受信するには、そのトピックにエンドポイントを登録
する必要があります。この手順では、エンドポイント に、Amazon EC2 Auto Scaling からの通知を受信す
る E メールアドレスを指定します。
詳細については、Amazon Simple 通知サービス デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックへのサブ
スクライブ」を参照してください。

Amazon SNS サブスクリプションを確認する
Amazon SNS は、前のステップで指定した E メールアドレスに確認メールを送信します。
次のステップに進む前に、必ずAWS 通知の E メールを開き、リンクを選択して受信登録を確認してくだ
さい。
AWSからの確認メッセージが届きます。Amazon SNS は、通知を受信し、通知を E メールとして指定さ
れた E メールアドレスに送信するように設定されました。

Amazon SNS トピックにイベントをルートする
選択したイベントに一致するルールを作成し、それらを Amazon SNS トピックにルーティングして、購読
済みの E メールアドレスに通知します。

Amazon SNS トピックに通知を送信するルールを作成する
1.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
[Create rule] (ルールの作成) を選択します。
[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

b.

5.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスで生成されたイベントは、常に、そのアカウントのデフォルトのイベントバスに送ら
れます。
c. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。
d. [Next] を選択します。
[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
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6.

a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

[Event pattern] (イベントパターン) の場合は、次のいずれかを実行します。
i.

[イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。

ii.

[AWS のサービス] には、[Auto Scaling] を選択します。

iii.

[Event type (イベントタイプ)] で、[Instance Refresh (インスタンス更新)] を選択します。

iv.

デフォルトでは、ルールは更新イベントのすべてのインスタンスに一致します。インスタン
スの更新中、チェックポイントに到達したときに通知するルールを作成するには、[Specific
instance event(s)] (特定のインスタンスイベント) を選択し、[EC2 Auto Scaling Instance
Refresh Checkpoint Reached] (EC2 Auto Scaling インスタンス更新チェックポイントに到達)
を選択します。

v.

デフォルトでは、このルールはリージョン内のすべての Auto Scaling グループと一致しま
す。ルールを特定の Auto Scaling グループに一致させるには、[Specific group name (特定の
グループ名)] を選択して 1 つ以上の Auto Scaling グループを選択します。

vi.

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。

b.

[Select a target] (ターゲットの選択) には、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[Topic] (トピック) には、お使いの Amazon SNS トピックを選択します。

d.

(オプション) [Additional settings] (追加設定) で、その他の設定を行うこともできます。詳細につ
いては、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon EventBridge
ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

e.

[Next] を選択します。

7.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

8.

[Review and create] (レビューと作成) で、ルールの詳細を確認し、必要に応じて変更します。その
後、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

ウォームプールイベント向けの EventBridge ルールを作成する
以下の例は、プログラム的なアクションを呼び出す EventBridge ルールを作成します。これは、ウォーム
プールへの新しいインスタンスの追加時に Auto Scaling グループがイベントを発行するたびに実行されま
す。
ルールを作成する前に、AWS Lambda関数を作成して、ルールがターゲットとして使用されるようにしま
す。この関数をルールのターゲットとして指定する必要があります。以下の手順では、ウォームプールへ
の新しいインスタンスの追加時にアクションを実行する EventBridge ルールの作成手順のみが説明されて
います。着信イベントがルールに一致するときに呼び出すシンプルな Lambda 関数の作成方法を説明する
初歩的なチュートリアルについては、「チュートリアル:Lambda 関数を呼び出すライフサイクルフックの
設定 (p. 221)」を参照してください。
ウォームプールの作成と使用に関する詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のウォームプー
ル (p. 227)」を参照してください。

Lambda 関数を呼び出すイベントルールを作成する
1.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。

3.

[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

4.

[Define rule detail] (詳細の定義) で、次の操作を行います。
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a.

ルールの [Name (名前)] を入力し、必要に応じて説明を入力します。
ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けること
はできません。

5.

b.

[Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。アカウント内の AWS
のサービスがイベントを生成すると、イベントは常にアカウントのデフォルトイベントバスに送
られます。

c.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を
選択します。

d.

[Next] を選択します。

[Build event pattern] (イベントパターンの作成) で、次の操作を行います。
a.

[Event source] (イベントソース) で、[AWS events or EventBridge partner events] ( イベントまた
は EventBridge パートナーイベント) を選択します。

b.

[Event pattern] では、[Custom pattern (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エディタ)) を選
択し、以下のパターンを [Event pattern] (イベントパターン) ボックスに貼り付けて、######のテ
キストを Auto Scaling グループの名前に置き換えます。
{

}

"source": [ "aws.autoscaling" ],
"detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
"detail": {
"AutoScalingGroupName": [ "my-asg" ],
"Origin": [ "EC2" ],
"Destination": [ "WarmPool" ]
}

他のイベントに一致するルールを作成するには、イベントパターンを変更します。詳細について
は、「イベントパターンの例 (p. 326)」を参照してください。
c.
6.

[Next] を選択します。

[Select target(s)] (ターゲットを選択) で、以下の操作を行います。
a.

[Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。

b.

[Select a target] (ターゲットを選択) では、[Lambda function] (Lambda 関数) を選択します。

c.

[Function] (機能) には、イベントの送信先となる関数を選択します。

d.

(オプション) [Configure version/alias] (バージョン/エイリアスを設定) で、ターゲットの Lambda
関数のバージョンとエイリアスの設定を入力します。

e.

(オプション)[Additional settings] (追加設定) で、アプリケーションに適切な追加設定を入力しま
す。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反応する Amazon
EventBridge ルールの作成」(ステップ 16) を参照してください。

f.

[Next] を選択します。

7.

(オプション) 必要な場合は、[Tags] (タグ) で 1 つ以上のタグを作成したルールに割り当て、[Next] (次
へ) を選択します。

8.

[Review and create] (レビューと作成) で、ルールの詳細を確認し、必要に応じて変更します。その
後、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。
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Amazon VPC を使用して Auto Scaling インスタン
スにネットワーク接続を提供する
EC2-Classic を廃止します。EC2-Classic は、VPC への移行をお勧めします。詳細については、ブログ
記事「EC2-Classic Networking is Retiring - Here's How to Prepare」を参照してください。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、AWS クラウド の隔離されたプライベートな
セクションに、仮想ネットワーク環境を定義することができます。仮想ネットワーク環境は完全に管理で
きます。
Virtual Private Cloud (VPC) 内では、Auto Scaling グループなどの AWS リソースを起動できます。VPC 内
の Auto Scaling グループは、基本的に EC2-Classic と同様に動作し、同じ機能をサポートします。
Amazon VPC のサブネットとは、アベイラビリティーゾーンを VPC の IP アドレス範囲の一部で分割した
ものです。サブネットを使うと、インスタンスをセキュリティや運用上の必要に応じてグループ化するこ
とができます。サブネットは作成されたアベイラビリティーゾーン内に完全に包含されるものです。サブ
ネットで Auto Scaling インスタンスを起動します。
サブネット内のインスタンスがインターネットと通信できるようにするには、インターネットゲートウェ
イを作成して、それを VPC にアタッチする必要があります。インターネットゲートウェイを使用すると、
サブネット内のリソースが Amazon EC2 ネットワークエッジを介してインターネットに接続できるように
なります。サブネットのトラフィックがインターネットゲートウェイにルーティングされる場合、そのサ
ブネットはパブリックサブネットと呼ばれます。サブネットのトラフィックがインターネットゲートウェ
イにルーティングされない場合、そのサブネットはプライベートサブネットと呼ばれます。インターネッ
トに接続する必要があるリソースにはパブリックサブネットを、インターネットに接続する必要がないリ
ソースにはプライベートサブネットを使用してください。VPC 内のインスタンスへのインターネットアク
セスの許可の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド の「インターネットへのアクセス」を参照し
てください。
目次
• EC2-Classic (p. 331)
• デフォルト VPC (p. 332)
• デフォルトではない VPC (p. 332)
• VPC サブネットを選択する場合の考慮事項 (p. 333)
• VPC での IP アドレス指定 (p. 333)
• VPC 内のネットワークインターフェイス (p. 333)
• インスタンスのプレイスメントテナンシー (p. 334)
• AWS Outposts (p. 334)
• VPC に関するその他のリソース (p. 334)

EC2-Classic
2013 年 12 月 4 日より前に AWS アカウント を作成した場合、特定のリージョンで Amazon VPC と EC2Classic のいずれかを選択できる場合があります。これらの古いアカウントがある場合は、Amazon VPC
ではなく、いくつかのリージョンの EC2-Classic に Auto Scaling グループがある可能性があります。
EC2 Classic から VPC への移行の詳細については、「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。EC2-Classic と VPC の違いの詳細については、「Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2-Classic」を参照してください。
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使用する AWS リージョンで EC2-Classic が引き続き使用されているかどうかを判断するには、Amazon
EC2 コンソールを開きます。次の例に示すように、[Supported platforms] (サポートされているプラット
フォーム) に VPC のみが表示されている場合、現在の AWS リージョンにある AWS アカウントは、VPC
プラットフォームと、デフォルトの VPC を使用します。デフォルト VPC の名前は、サポートされるプ
ラットフォームの下に表示されます。

Tip
デフォルトの VPC があるリージョンで作成された Auto Scaling グループは、デフォルトの VPC
またはデフォルトではない VPC 内にインスタンスを起動できますが、EC2-Classic 内には起動で
きません。

デフォルト VPC
2013 年 12 月 4 日以降に AWS アカウント を作成したか、AWS リージョン で Auto Scaling グループを作
成する場合は、デフォルト VPC が作成されます。各アベイラビリティーゾーンのデフォルトサブネット
にはデフォルト VPC が用意されています。デフォルト VPC がある場合、デフォルトではそのデフォルト
VPC で Auto Scaling グループが作成されます。
VPC は、Amazon VPC コンソールのお使いの VPC ページで表示できます。
デフォルトの VPC の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「デフォルト VPC とデフォル
トサブネット」を参照してください。

デフォルトではない VPC
AWS Management Consoleの VPC ダッシュボードページにアクセスして、[Create VPC] (VPC を作成) を
選択することで、追加の VPC を作成できます。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。

Note
VPC は、その AWS リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンを対象としていま
す。VPC にサブネットを追加するときは、複数のアベイラビリティーゾーンを選択して、これ
らのサブネットでホストされているアプリケーションの高可用性を確保します。アベイラビリ
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ティーゾーンは、AWS リージョン の 冗長電源、ネットワーク、および接続を備えた1つ以上の個
別のデータセンターです。アベイラビリティーゾーンは、本番環境アプリケーションの可用性、
耐障害性、およびスケーラビリティを向上させるために役立ちます。

VPC サブネットを選択する場合の考慮事項
Auto Scaling グループの VPC サブネットを選択するときは、以下の点に留意してください。
• Elastic Load Balancing ロードバランサーを Auto Scaling グループにアタッチする場合、インスタンスは
パブリックサブネットまたはプライベートサブネットで起動できます。ただし、ロードバランサーはパ
ブリックサブネットでのみ作成できます。
• SSH を介して Auto Scaling インスタンスに直接アクセスする場合、インスタンスはパブリックサブネッ
トでのみ起動できます。
• 入力なしの Auto Scaling インスタンスにアクセスする場合は、AWS Systems Manager Session
Manager では、インスタンスはパブリックサブネットまたはプライベートサブネットで起動できます。
• プライベートサブネットを使用している場合は、パブリック NAT ゲートウェイを使用して Auto Scaling
インスタンスがインターネットへのアクセスを許可します。
• デフォルトでは、デフォルト VPC のデフォルトサブネットはパブリックサブネットです。

VPC での IP アドレス指定
VPC で Auto Scaling インスタンスを起動すると、インスタンスには、インスタンスが起動されたサブネッ
トの CIDR 範囲のプライベート IP アドレスが自動的に割り当てられます。これにより、インスタンスは
VPC の他のインスタンスと通信できるようになります。
インスタンスにパブリック IPv4 アドレスを割り当てるように、起動設定または起動テンプレートを設定
することができます。インスタンスへのパブリック IP アドレスの割り当ては、それらがインターネットや
AWS の他のサービスと通信することを可能にします。
IPv6 アドレスをインスタンスに自動的に割り当てるように設定されたサブネットでインスタンスを起動す
ると、インスタンスは IPv4 と IPv6 アドレスの両方を受け取ります。それ以外の場合は、IPv4 アドレスの
みを受け取ります。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「IPv6 アドレ
ス」を参照してください。
VPC またはサブネットの CIDR 範囲の指定の詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」を参照し
てください。
追加のネットワークインターフェイスを指定する起動テンプレートを使用すると、Amazon EC2 Auto
Scaling はインスタンスの起動時に追加のプライベート IP アドレスを自動的に割り当てることができま
す。各ネットワークインターフェイスには、インスタンスが起動されるサブネットの CIDR 範囲から単一
のプライベート IP アドレスが割り当てられます。この場合、システムはプライマリネットワークインター
フェイスにパブリック IPv4 アドレスを自動的に割り当てることができなくなります。利用可能な Elastic
IP アドレスを Auto Scaling インスタンスに関連付ける場合を除き、パブリック IPv4 アドレス経由でイン
スタンスに接続することはできません。

VPC 内のネットワークインターフェイス
VPC の各インスタンスには、デフォルトのネットワークインターフェイスがあります (プライマリネット
ワークインターフェイス)。プライマリネットワークインターフェイスをインスタンスからデタッチするこ
とはできません。追加の ネットワークインスタンスを作成して、ユーザーの VPC 内の任意のインスタン
スにアタッチできます。使用できる Elastic Network Interface の最大数はインスタンスタイプによって異な
ります。
起動テンプレートを使用してインスタンスを起動するときは、追加のネットワークインターフェイス
を指定できます。ただし、複数のネットワークインターフェイスを使用して Auto Scaling インスタン
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スを起動すると、インスタンスと同じサブネットに各インターフェイスが自動的に作成されます。こ
れは、Amazon EC2 Auto Scaling では、起動テンプレートで定義されたサブネットが無視され、Auto
Scaling グループに指定されたものが優先されるためです。詳細については、「Auto Scaling グループの起
動テンプレートの作成」を参照してください。
同じサブネットから複数のネットワークインターフェイスを作成または、インスタンスにアタッチする
と、非対称ルーティングなどのネットワーク問題が発生する場合があります。特に Amazon Linux 以外
のバリアントを使用しているインスタンスに発生する場合があります。このタイプの設定が必要な場合
は、OS 内でセカンダリネットワークインターフェイスを設定する必要があります。例については、AWS
ナレッジセンターの「How can I make my secondary network interface work in my Ubuntu EC2 instance?
(Ubuntu EC2 インスタンスでセカンダリネットワークインターフェイスを動作させるには)」を参照してく
ださい。

インスタンスのプレイスメントテナンシー
デフォルトでは、VPC のすべてのインスタンスはインスタンス共有テナンシーとして実行されま
す。Amazon EC2 Auto Scaling では、Dedicated Instances (ハードウェア専有インスタンス) および
Dedicated Hosts (ハードウェア専有ホスト) をサポートしています。ただし、Dedicated Hosts のサポート
は、起動テンプレートを使用する Auto Scaling グループでのみ使用できます。詳細については、「起動設
定を使用してインスタンステナンシーを設定する (p. 50)」を参照してください。

AWS Outposts
AWS Outposts は、AWS リージョンからの Amazon VPC を、そのリージョンでアクセスできる VPC
コンポーネント (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、Amazon VPC Transit
Gateway、および VPC エンドポイントなど) を備えた Outpost に拡張します。Outpost はリージョン内の
アベイラビリティーゾーンに設置されており、そのアベイラビリティーゾーンの耐障害性のために使用で
きる拡張機能です。
詳細については、AWS Outposts ユーザーガイドを参照してください。
Outpost 内の Application Load Balancer からのトラフィックに対応する Auto Scaling グループをデプロ
イする方法の例については、ブログ記事「Configuring an Application Load Balancer on AWS Outposts」
(AWS Outposts での Application Load Balancer の設定) を参照してください。

VPC に関するその他のリソース
以下のトピックでは、VPC およびサブネットの詳細について説明します。
• VPC のプライベートサブネット
• パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ VPC (NAT)
• NAT ゲートウェイ
• VPC のパブリックサブネット
• 1 つのパブリックサブネットを持つ VPC
• Application Load Balancer のサブネット
• ロードバランサーのサブネット
• 一般的な VPC 情報
• Amazon VPC User Guide
•
•
•
•

VPC ピアリング接続
Elastic Network Interface
プライベート接続のための VPC エンドポイントを使用する (p. 373)
EC2-Classic から VPC への移行
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Amazon EC2 Auto Scaling 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 EC2 Auto Scaling に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細
については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲の AWS 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 – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。
このドキュメントは、Amazon EC2 Auto Scaling 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
EC2 Auto Scaling を設定する方法について説明します。Amazon EC2 Auto Scaling 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 サービスの使用方法についても説明します。
トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling とデータ保護 (p. 335)
• Amazon EC2 Auto Scaling の Identity and Access Management (p. 336)
• Amazon EC2 Auto Scaling のコンプライアンス検証 (p. 371)
• Amazon EC2 Auto Scaling のレジリエンス (p. 372)
• Amazon EC2 Auto Scaling のインフラストラクチャセキュリティ (p. 373)
• Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとインターフェイス VPC エンドポイント (p. 373)

Amazon EC2 Auto Scaling とデータ保護
Amazon EC2 Auto Scaling でのデータ保護には、AWS の責任共有モデルが適用されます。このモデルで
説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべて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、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成
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。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された
「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップ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。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• 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 などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェースまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (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 を使用して Amazon EC2 Auto Scaling または他の AWS サービスで作業する場合も同様
です。タグまたは名前に使用する自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があ
ります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情
報を URL に含めないことを強くお勧めします。

AWS KMS keys を使用して Amazon EBS ボリューム
を暗号化する
Auto Scaling グループは、AWS KMS keys を使用してクラウドに保存されている Amazon EBS ボリュー
ムデータを暗号化するように設定できます。Amazon EC2 Auto Scaling は、データの暗号化に AWS マ
ネージドキーとカスタマーマネージドキーをサポートします。起動設定を使用するときは、カスタマーマ
ネージドキーを指定するための KmsKeyId オプションを利用できないことに注意してください。カスタ
マーマネージドキーを指定するには、その代わりに起動テンプレートを使用してください。詳細について
は、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)」を参照してください。
起動テンプレートまたは起動設定をセットアップする前に EBS-backed AMI でカスタマーマネージドキー
を設定したり、デフォルトで暗号化を使用して、作成する新しい EBS ボリュームとスナップショットコ
ピーの暗号化を実施したりすることも可能です。
暗号化にカスタマーマネージドキーを使用するときに Auto Scaling インスタンスの起動に必要になるキー
ポリシーを設定する方法については、「暗号化されたボリュームで使用するのに必要な AWS KMS キーポ
リシー (p. 367)」を参照してください。AWS KMS 暗号化キーを作成、保存、および管理する方法につい
ては、「AWS Key Management Service とは」を参照してください。

関連トピック
• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 でのデータ保護」
• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EBS-backed AMI での暗号化の利用」
• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「デフォルトでの暗号化」

Amazon EC2 Auto Scaling の Identity and Access
Management
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 (サインインを許可) し、誰に Amazon EC2
Auto Scaling リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) 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。
Amazon EC2 Auto Scaling を使用するには、AWS アカウントおよびアカウントにサインインするための固
有のユーザー認証情報が必要です。詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してください。
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アカウントの設定後、API 経由で Amazon EC2 Auto Scaling にアクセスする場合は、クエリ (HTTPS) イ
ンターフェイスを使用して直接行うか、SDK、AWS Command Line Interface、AWS Tools for Windows
PowerShell を使用して間接的に行うかにかかわらず、AWS アクセスキーを取得する必要がありま
す。AWS アクセスキーは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されています。AWS ア
クセスキーの取得に関する詳細については、AWS 全般のリファレンスの「AWS セキュリティ認証情報」
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はできますが、アクセス許可を持っていなけれ
ば Amazon EC2 Auto Scaling リソースを作成またはアクセスすることはできません。たとえば、Auto
Scaling グループ、起動設定など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、IAM 管理者が IAM を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling アクションを実行でき
るユーザーを制御することで、Amazon EC2 Auto Scaling リソースをセキュリティで保護する方法につい
て詳しく説明します。
最初に Amazon EC2 トピックを読むことをお勧めします。Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの「Amazon EC2 の Identity and Access Management」を参照してください。このセクションの
トピックを読むことで、アクセスコントロールのアクセス許可 Amazon EC2 のサービス内容と、Amazon
EC2 Auto Scaling のリソースのアクセス許可への利用方法についてご理解いただけます。
トピック
• Amazon EC2 Auto Scaling と IAM の連携 (p. 337)
• Amazon EC2 Auto Scaling 用の AWS マネージドポリシー (p. 344)
• Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール (p. 346)
• Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 360)
• 起動テンプレートのサポート (p. 361)
• Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロール (p. 365)
• 暗号化されたボリュームで使用するのに必要な AWS KMS キーポリシー (p. 367)

Amazon EC2 Auto Scaling と IAM の連携
IAM を使用して Amazon EC2 Auto Scaling へのアクセスを管理する前に、Amazon EC2 Auto Scaling で使
用できる IAM 機能について理解しておく必要があります。

Amazon EC2 Auto Scaling で使用できる IAM 機能
IAM 機能

Amazon EC2 Auto Scaling サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 338)

はい

リソースベースのポリシー (p. 338)

いいえ

ポリシーアクション (p. 339)

はい

ポリシーリソース (p. 339)

はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 341)

はい

ACL (p. 342)

いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 342)

部分的
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IAM 機能

Amazon EC2 Auto Scaling サポート

テンポラリ認証情報 (p. 343)

はい

サービスロール (p. 343)

はい

サービスにリンクされたロール (p. 344)

はい

Amazon EC2 Auto Scaling などの AWS のサービス が大部分の IAM 機能とどのように連携するかについて
の概要は、「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。

Amazon EC2 Auto Scaling 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。

Amazon EC2 Auto Scaling のアイデンティティベースのポリシーの例
Amazon EC2 Auto Scaling のアイデンティティベースポリシーの例については、「Amazon EC2 Auto
Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」(Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティ
ベースのポリシーの例) を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling 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
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。
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Amazon EC2 Auto Scaling 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。
Amazon EC2 Auto Scaling 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 EC2 Auto Scaling で定義されるアクション」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling 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。
autoscaling

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": [
"autoscaling:action1",
"autoscaling:action2"
]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定できます。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": "autoscaling:Describe*"

Amazon EC2 Auto Scaling のアイデンティティベースポリシーの例については、「Amazon EC2 Auto
Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」(Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティ
ベースのポリシーの例) を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling 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。
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"Resource": "*"

ARN を使用して、IAM ポリシーを適用する Auto Scaling グループと起動設定を特定できます。
Auto Scaling グループには、次の ARN があります。
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:accountid:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/asg-name"

起動設定には次の ARN があります。
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:accountid:launchConfiguration:uuid:launchConfigurationName/lc-name"

CreateAutoScalingGroup アクションを使用して Auto Scaling グループを指定するには、次の例に示
すように UUID をワイルドカード (*) に置き換える必要があります。
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:accountid:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/asg-name"

CreateLaunchConfiguration アクションを使用して起動設定を指定するには、次の例に示すように
UUID をワイルドカード (*) に置き換える必要があります。
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:accountid:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/lc-name"

Amazon EC2 Auto Scaling リソースタイプ、およびその ARN の詳細については、「サービス認証リファ
レンス」の「Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるリソースタイプ」を参照してください。各リソース
の ARN を指定できるアクションについては、「Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるアクション」を
参照してください。
現在、すべての Amazon EC2 Auto Scaling アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしてい
るわけではありません。リソースレベルの許可をサポートしていないアクションの場合、ワイルドカード
(*) をリソースとして使用する必要があります。
次の Amazon EC2 Auto Scaling アクションは、リソースレベルのアクセス許可をサポートしていません。
• DescribeAccountLimits
• DescribeAdjustmentTypes
• DescribeAutoScalingGroups
• DescribeAutoScalingInstances
• DescribeAutoScalingNotificationTypes
• DescribeInstanceRefreshes
• DescribeLaunchConfigurations
• DescribeLifecycleHooks
• DescribeLifecycleHookTypes
• DescribeLoadBalancers
• DescribeLoadBalancerTargetGroups
• DescribeMetricCollectionTypes
• DescribeNotificationConfigurations
• DescribePolicies
• DescribeScalingActivities
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• DescribeScalingProcessTypes
• DescribeScheduledActions
• DescribeTags
• DescribeTerminationPolicyTypes
• DescribeWarmPool

Amazon EC2 Auto Scaling 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。
Amazon EC2 Auto Scaling では独自の条件キーが定義されており、また一部のグローバル条件キーの使用
がサポートされています。
Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EC2 Auto Scaling にアクセスできるユーザーを決定するためにア
クセス許可ポリシーで使用できる次の条件キーをサポートしています。
• autoscaling:InstanceTypes
• autoscaling:LaunchConfigurationName
• autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified
• autoscaling:LoadBalancerNames
• autoscaling:MaxSize
• autoscaling:MinSize
• autoscaling:ResourceTag/key-name: tag-value
• autoscaling:TargetGroupARNs
• autoscaling:VPCZoneIdentifiers
次の条件キーは、起動構成リクエストの作成に固有のものです。
• autoscaling:ImageId
• autoscaling:InstanceType
• autoscaling:MetadataHttpEndpoint
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• autoscaling:MetadataHttpPutResponseHopLimit
• autoscaling:MetadataHttpTokens
• autoscaling:SpotPrice
Amazon EC2 Auto Scaling は、リクエスト内のタグまたは Auto Scaling グループに存在するタグに基づい
てアクセス許可を定義するために使用できる次のグローバル条件キーもサポートしています。詳しくは、
「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」を参照してください。
• aws:RequestTag/key-name: tag-value
• aws:ResourceTag/key-name: tag-value
• aws:TagKeys: [tag-key, ...]
条件キーを使用できる Amazon EC2 Auto Scaling API アクションについて理解するには、「サービス認証
リファレンス」の「Amazon EC2 Auto Scaling で定義されるアクション」を参照してください。Amazon
EC2 Auto Scaling 条件キーの使用に関する詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling の条件キー」を
参照してください。
アクセス制御に使用できる IAM ポリシーの例については、次のトピックを参照してください。
• 条件キーを使用して Auto Scaling グループのアクションや起動設定へのアクセスを制御する例につい
ては、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける (p. 93)」および「Amazon EC2 Auto
Scaling アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 351)」を参照してください。
• リクエストで起動設定が指定されている場合に Auto Scaling グループへのアクセスを拒否する例など、
その他の例については、「起動テンプレートのサポート (p. 361)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling の 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。

Amazon EC2 Auto Scaling による ABAC
ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート

部分的

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/keyname、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。
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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。
ABAC はタグをサポートするリソースでは可能ですが、すべてのリソースがタグをサポートしているわ
けではありません。起動設定とスケーリングポリシーはタグをサポートしていませんが、Auto Scaling グ
ループはタグをサポートしています。
Auto Scaling グループのタグ付けの詳細については、「Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付
ける (p. 93)」(Auto Scaling グループとインスタンスにタグを付ける) を参照してください。
グループのタグに基づいて Auto Scaling グループへのアクセスを制限するアイデンティティベースのポ
リシーの例を確認するには、「セキュリティ用のタグ (p. 98)」(セキュリティ用のタグ) を参照してくださ
い。

Amazon EC2 Auto Scaling での一時認証情報の使用
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
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。

Amazon EC2 Auto Scaling 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。
Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューを通知するライフサイクルフックを作成する場合
は、ロールを指定して、Amazon EC2 Auto Scaling がユーザーに代わって Amazon SNS または Amazon
SQS にアクセスすることを許可する必要があります。IAM コンソールを使用して、ライフサイクルフッ
クのサービスロールを設定します。コンソールは、マネージドポリシーを使用して十分なアクセス許可
セットを持つロールを作成するのに役立ちます。詳細については、「Amazon SNS を使用した通知の受
信 (p. 209)」および「Amazon SQS を使用した通知の受信 (p. 209)」を参照してください。
オプションで、Auto Scaling グループを作成するときに、サービスロールを渡して、Amazon EC2 インス
タンスがユーザーに代わって他の AWS のサービス にアクセスすることを許可できます。Amazon EC2 イ
ンスタンスのサービスロール (起動テンプレート用または起動設定用の Amazon EC2 インスタンスプロ
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ファイル) は、インスタンス起動時に Auto Scaling グループ内のすべての EC2 インスタンスに割り当てら
れる特殊なサービスロールです。IAM コンソールと AWS CLI を使用して、このサービスロールを作成ま
たは編集できます。詳しくは、「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロー
ル (p. 365)」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、Amazon EC2 Auto Scaling の機能を損なうおそれがありま
す。Amazon EC2 Auto Scaling 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。

Amazon EC2 Auto Scaling の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 IAM アカウント内に表示され、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 Auto Scaling でのサービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール (p. 346)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling 用の AWS マネージドポリ
シー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、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。
AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling 管理ポリシー
次の管理ポリシーをAWS Identity and Access Management(IAM) エンティティにアタッチすることができ
ます。各ポリシーは Amazon EC2 Auto Scaling のすべてまたは一部の API アクションへのアクセスを提供
します。
• AutoScalingFullAccess — Amazon EC2 Auto Scaling へのフルアクセスを必要とするユーザーに、AWS
Management Consoleへのアクセスではなく、AWS CLIまたは SDK を使用します。
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• AutoScalingReadOnlyAccess — Amazon EC2 Auto Scaling への読み取り専用アクセスを許可を付与する
には、AWS CLIまたは SDK を使用します。
• AutoScalingConsoleFullAccess — Amazon EC2 Auto Scaling を使用した AWS Management Console へ
のフルアクセス権限を付与します。このポリシーは、起動設定を使用しているときは機能しますが、起
動テンプレートを使用しているときは機能しません。
• AutoScalingConsoleReadOnlyAccess — AWS Management Console を使用した Amazon EC2 Auto
Scaling への読み取り専用アクセス権限を付与します。このポリシーは、起動設定を使用しているときは
機能しますが、起動テンプレートを使用しているときは機能しません。
コンソールから起動テンプレートを使用する場合は、起動テンプレートに固有の追加のアクセス許可を付
与する必要があります。詳細については、「起動テンプレートのサポート (p. 361)」で詳しく説明しま
す。Amazon EC2 Auto Scaling コンソールは、ec2アクションに、起動テンプレートに関する情報を表示
したり、起動テンプレートを使用してインスタンスを起動したりできるアクセス許可が必要です。

AutoScalingServiceRolePolicy AWS マネージドポリシー
AutoScalingServiceRolePolicyを IAM エンティティに付与することはできません。このポリシー
は、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動および終了することを許可する、サービスにリンク
されたロールに付与されます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされた
ロール (p. 346)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling をAWS管理ポリシーに更新します。
Amazon EC2 Auto Scaling の AWS 管理ポリシーに対する更新の詳細について、このサービスがこれら
の変更の追跡を開始した以降のものを示します。このページの変更に関する自動通知を有効にするに
は、Amazon EC2 Auto Scaling ドキュメントの履歴ページから RSS フィードをサブスクライブしてくだ
さい。

変更

説明

日付

Amazon EC2 Auto Scaling は、
サービスにリンクされたロール
にアクセス許可を追加します。

2022 年 3 月 28 日
AutoScalingServiceRolePolicy
ポリシーは、パラメータスト
アからのパラメータの読み取り
を行う近日提供の機能をサポー
トするために、AWS Systems
Manager GetParameters API ア
クションを呼び出す許可を付与
するようになりました。詳細に
ついては、「Amazon EC2 Auto
Scaling のサービスにリンクされ
たロール (p. 346)」を参照して
ください。

Amazon EC2 Auto Scaling は、
サービスにリンクされたロール
にアクセス許可を追加します。

予測スケーリング
2021 年 5 月 19 日
をサポートするた
め、AutoScalingServiceRolePolicy
ポリシーに CloudWatch
GetMetricData API アクションを
呼び出す許可が含まれるように
なりました。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling の
サービスにリンクされたロー
ル (p. 346)」を参照してくださ
い。
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変更

説明

日付

Amazon EC2 Auto Scaling が変
更の追跡を開始しました

Amazon EC2 Auto Scaling が
AWS 管理ポリシーの変更の追跡
を開始しました。

2021 年 5 月 19 日

Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされた
ロール
Amazon EC2 Auto Scaling は、ユーザーに代わって他の AWS のサービス を呼び出すために必要な、アク
セス許可用の「サービスにリンクされたロール」を使用します。サービスにリンクされたロールは、AWS
のサービス に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです。
サービスにリンクされたロールは、他の AWS のサービス にアクセス許可を委任するためのセキュア
な方法を提供します。これは、リンクされたサービスのみが、サービスにリンクされたロールを引き受
けることができるためです。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロール
の使用」を参照してください。また、サービスにリンクされたロールにより、すべての API コールが
AWS CloudTrail を介して表示可能になります。これがモニタリングと監査の要件を満たすのに役立つの
は、Amazon EC2 Auto Scaling によってお客様に代わって実行されるすべてのアクションを追跡できるた
めです。詳細については、「AWS CloudTrail を使用して Amazon EC2 Auto Scaling API コールをログす
る (p. 279)」を参照してください。
以下のセクションでは、Amazon EC2 Auto Scaling サービスにリンクされたロールを作成および管理する
方法について説明します。まず、サービスにリンクされたロールを作成、編集、または削除するためのア
クセス許可を設定して IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールなど) に付与します。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。
目次
• 概要 (p. 346)
• サービスにリンクされたロールによって付与されるアクセス許可 (p. 347)
• サービスにリンクされたロールを作成する (自動) (p. 349)
• サービスにリンクされたロールを作成する (マニュアル) (p. 349)
• サービスにリンクされたロールを編集する (p. 350)
• サービスにリンクされたロールを削除する (p. 350)
• Amazon EC2 Auto Scaling サービスリンクロールがサポートされるリージョン (p. 351)

概要
Amazon EC2 Auto Scaling サービスにリンクされたロールには 2 つのタイプがあります。
• アカウントのデフォルトのサービスにリンクされた、AWSServiceRoleForAutoScalingと呼ばれる
ロール (AWSServiceRoleForAutoScaling)。このロールは、自動的に Auto Scaling グループに割り当てら
れます。ただし、別のサービスにリンクされたロールを指定している場合を除きます。
• ロールの作成時に指定したカスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロール (例:
AWSServiceRoleForAutoScaling_mysuffix)。
カスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロールのアクセス許可は、デフォルトのサービスに
リンクされたロールのアクセス許可と同じです。いずれの場合も、ロールを編集することはできません。
また、Auto Scaling グループが使用中の場合は削除することもできません。唯一の違いは、ロール名サ
フィックスです。
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Amazon EC2 Auto Scaling によって起動されたインスタンスをカスタマー管理キーで暗号化できるよう
に、AWS Key Management Service キーポリシーを編集するときに、いずれかのロールを指定できます。
ただし、特定のカスタマー管理キーへのきめ細かなアクセスを許可する場合は、サービスにリンクされた
ロールカスタムサフィックスを使用する必要があります。カスタムサフィックス付きのサービスにリンク
されたロールを使用すると、以下のことが可能です。
• カスタマー管理キーをより詳細にコントロールする
• CloudTrail Logs でどの Auto Scaling グループが API コールを行ったかを追跡する機能
一部のユーザーにのみアクセスを許可するカスタマー管理キー を作成する場合は、以下のステップに従っ
て、カスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロールを使用できます。
1. カスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロールを作成します。詳細については、「サービ
スにリンクされたロールを作成する (マニュアル) (p. 349)」を参照してください。
2. サービスにリンクされたロールにカスタマー管理キー へのアクセスを許可します。サービスにリンクさ
れたロールにキーの使用を許可するキーポリシーの詳細については、「暗号化されたボリュームで使用
するのに必要な AWS KMS キーポリシー (p. 367)」を参照してください。
3. IAM ユーザーまたはロールに、作成したサービスにリンクされたロールへのアクセスを許可しま
す。IAM ポリシーの作成の詳細については、「どのサービスにリンクされたロールを渡せるかを制御す
る (PassRole を使用) (p. 358)」を参照してください。ユーザーが、サービスにリンクされたロールを
渡すためのアクセス許可なしでそのロールを指定しようとすると、エラーが表示されます。

サービスにリンクされたロールによって付与されるアクセス許可
Amazon EC2 Auto Scaling では AWSServiceRoleForAutoScaling サービスにリンクされたロール、ま
たはカスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロールを使用して、ユーザーに代わって AWS
API が実行します。
このロールの許可ポリシーは、Amazon EC2 Auto Scaling がリソースで以下のアクションを実行できるよ
うにします。
{

"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{
"Sid":"EC2InstanceManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ec2:AttachClassicLinkVpc",
"ec2:CancelSpotInstanceRequests",
"ec2:CreateFleet",
"ec2:CreateTags",
"ec2:DeleteTags",
"ec2:Describe*",
"ec2:DetachClassicLinkVpc",
"ec2:ModifyInstanceAttribute",
"ec2:RequestSpotInstances",
"ec2:RunInstances",
"ec2:StartInstances",
"ec2:StopInstances",
"ec2:TerminateInstances"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"EC2InstanceProfileManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
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"iam:PassRole"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringLike":{
"iam:PassedToService":"ec2.amazonaws.com*"
}
}
},
{
"Sid":"EC2SpotManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"iam:AWSServiceName":"spot.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid":"ELBManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"elasticloadbalancing:Register*",
"elasticloadbalancing:Deregister*",
"elasticloadbalancing:Describe*"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"CWManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"cloudwatch:DeleteAlarms",
"cloudwatch:DescribeAlarms",
"cloudwatch:GetMetricData",
"cloudwatch:PutMetricAlarm"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"SNSManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"sns:Publish"
],
"Resource":"*"
},
{
"Sid":"EventBridgeRuleManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets",
"events:DeleteRule",
"events:DescribeRule"
],
"Resource":"*",
"Condition":{
"StringEquals":{
"events:ManagedBy":"autoscaling.amazonaws.com"
}

348

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
サービスにリンクされたロール

}

]

}
},
{
"Sid":"SystemsManagerParameterManagement",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "*"
}

このロールを引き受けるために autoscaling.amazonaws.com サービスを信頼します。

サービスにリンクされたロールを作成する (自動)
Amazon EC2 Auto Scaling ではAWSServiceRoleForAutoScalingサービスにリンクされたロール
は、Auto Scaling グループを初めて作成するときに適用されます。ただし、カスタムサフィックス付きの
サービスにリンクされたロールを手動で作成し、グループの作成時に指定する必要があります。

Important
サービスにリンクされたロールを作成するための IAM アクセス許可が必要です。それ以外の場
合、自動作成は失敗します。詳細については、IAM ユーザーガイドおよびサービスにリンクされ
たロールを作成するために必要なアクセス許可 (p. 358)このガイドの「サービスにリンクされた
ロールのアクセス許可」を参照してください。
Amazon EC2 Auto Scaling は、サービスにリンクされたロールのサポートを 2018 年 3 月に開
始しました。それ以前に Auto Scaling グループを作成していた場合、Amazon EC2 Auto Scaling
はAWSServiceRoleForAutoScalingロールをアカウントに作成しています。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「私の AWS アカウント に新しいロールが表示される」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを作成する (マニュアル)
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.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles]、[Create role] の順に選択します。

3.

[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。

4.

[このロールを使用するサービスを選択] で、[EC2 Auto Scaling]、[EC2 Auto Scaling] ユースケースの
順に選択します。

5.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)]、[Next: Tags (次へ: タグ)]、[Next: Review (次へ: レビュー)]
の順に選択します。注意: サービスにリンクされたロールの作成時にタグ付けを行うことはできませ
ん。

6.

[Review (レビュー)] ページで、[ロール名] を空白のままにして AWSServiceRoleForAutoScaling
という名前でサービスにリンクされたロールを作成するか、サフィックスを入力して
AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix という名前でサービスにリンクされたロールを作成し
ます。

7.

(オプション) [ロールの説明] で、サービスにリンクされたロールの説明を編集します。

8.

[ロールの作成] を選択します。

サービスリンクロールの作成 (AWS CLI)
次の create-service-linked-role CLI コマンドを使用して AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix と
いう名前の Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロールを作成します。
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aws iam create-service-linked-role --aws-service-name autoscaling.amazonaws.com --customsuffix suffix

このコマンドの出力には、サービスにリンクされたロールの ARN が含まれており、これを使用してサー
ビスにリンクされたロールにカスタマー管理キーへのアクセスを許可できます。
{

"Role": {
"RoleId": "ABCDEF0123456789ABCDEF",
"CreateDate": "2018-08-30T21:59:18Z",
"RoleName": "AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix",
"Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix",
"Path": "/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Principal": {
"Service": [
"autoscaling.amazonaws.com"
]
},
"Effect": "Allow"
}
]
}
}
}

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの作成」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを編集する
Amazon EC2 Auto Scaling 用に作成されたサービスにリンクされたロールは編集できません。サービスに
リンクされたロールを作成した後、ロールの名前またはアクセス許可を変更することはできません。ただ
し、ロールの説明は編集できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスにリンクされ
たロールの編集」を参照してください。

Note
AWS では、サービス間での混乱した代理などのセキュリティ上の問題を引き起こすおそれがある
ため、サービスにリンクされたロールの変更は推奨されていません。

サービスにリンクされたロールを削除する
Auto Scaling グループを使用していない場合、そのサービスにリンクされたロールを削除することをお勧
めします。ロールを削除すると、使用されていないエンティティやアクティブにモニタリングおよび維持
されていないエンティティがなくなります。
サービスにリンクされたロールを削除するには、まずその関連依存リソースを削除します。これにより、
リソースに対する Amazon EC2 Auto Scaling アクセス許可を誤って取り消すことがなくなります。サー
ビスにリンクされたロールが複数の Auto Scaling グループで使用されている場合、サービスにリンクされ
たロールを削除する前に、そのロールを使用するすべての Auto Scaling グループを削除する必要がありま
す。詳細については、「Auto Scaling インフラストラクチャを削除する (p. 120)」を参照してください。
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IAM 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。詳細については、IAM ユーザーガイド
の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。
AWSServiceRoleForAutoScaling というサービスにリンクされたロールを削除した場合は、Auto
Scaling グループの作成時に別のサービスにリンクされたロールを指定しないと、Amazon EC2 Auto
Scaling グループによって再び作成されます。

Amazon EC2 Auto Scaling サービスリンクロールがサポートされ
るリージョン
Amazon EC2 Auto Scaling では、このサービスを利用できる AWS リージョン のすべてで、サービスにリ
ンクされたロールの使用がサポートされます。

Amazon EC2 Auto Scaling アイデンティティベースの
ポリシーの例
デフォルトで、まったく新しい IAM ユーザーには、何かを実行する許可は一切ありません。IAM 管理者
は、Amazon EC2 Auto Scaling API アクションを実行するためのアクセス許可をエンドユーザーに付与す
る IAM ポリシーを作成して割り当てる必要があります。
これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM 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「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。
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": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:DeleteAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment": "test" }
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:*LaunchConfiguration*",
"autoscaling:Describe*"
],
"Resource": "*"
}]

このサンプルポリシーでは、Auto Scaling グループで environment=test タグを使用している場合に
限り、このグループを作成、変更、削除するアクセス許可をユーザーに付与します。起動設定はタグをサ
ポートしておらず、Describe アクションはリソースレベルのアクセス権限をサポートしていないため、
これらは条件なしで別のステートメントで指定する必要があります。IAM ポリシーステートメント内の要
素の詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のアイデンティティベースのポリシー (p. 338)」を参
照してください。
目次
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• ポリシーのベストプラクティス (p. 352)
• カスタマーマネージドポリシーの例 (p. 353)
• 使用できるタグキーとタグ値を制御する (p. 353)
• タグに基づいて Auto Scaling リソースへのアクセスを制御する (p. 354)
• Auto Scaling グループとスケーリングポリシーの作成と管理へのアクセスを制御す
る (p. 354)
• 削除できるスケーリングポリシーを制御する (p. 355)
• Auto Scaling グループの最小と最大のキャパシティーを制御する (p. 355)
• どの IAM ロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用) (p. 356)
• Auto Scaling グループのキャパシティーの変更をユーザーに許可する (p. 356)
• 起動設定の作成と使用をユーザーに許可する (p. 357)
• 起動テンプレートの作成と使用をユーザーに許可する (p. 358)
• サービスにリンクされたロールを作成するために必要なアクセス許可 (p. 358)
• どのサービスにリンクされたロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用) (p. 358)
• Amazon EC2 Auto Scaling に必要な API 許可 (p. 359)

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内で誰かが Amazon EC2 Auto Scaling 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 User Guide] (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 – 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。
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Note
Amazon EC2 Auto Scaling API アクションの中には、アクションによって作成/変更できるポリ
シー内に特定の Auto Scaling グループを持つことを許可するものもあります。これらのアクショ
ンの対象となるリソースを制限するには、Auto Scaling グループの ARN を個別に指定します。た
だし、ベストプラクティスとして、特定のタグを持つ Auto Scaling グループに対するアクション
を許可 (または拒否) するタグベースのポリシーを使用することをお勧めします。

カスタマーマネージドポリシーの例
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、IAM ユーザーまたはグループが Amazon EC2 Auto Scaling ア
クションを実行するためのアクセス許可を付与または拒否することができます。これらのカスタムポリ
シーは、指定された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。次の例で
は、いくつかの一般的ユースケースのアクセス許可を示します。
初めてポリシーを作成する場合は、まずアカウントに IAM ユーザーを作成し、このユーザーにポリシーを
アタッチすることをお勧めします。コンソールを使用して、ユーザーにポリシーをアタッチしながら各ポ
リシーの効果を検証できます。
Auto Scaling グループを作成および更新する場合、アクションによっては、他の特定のアクショ
ンを実行する必要があります。これらの他のアクションは、IAM ポリシーステートメントの
Action 要素で指定できます。たとえば、ユーザーに付与するアクセス権によっては、Elastic Load
Balancing、CloudWatch、Amazon SNS の API アクションを追加する必要があります。
トピック
• 使用できるタグキーとタグ値を制御する (p. 353)
• タグに基づいて Auto Scaling リソースへのアクセスを制御する (p. 354)
• Auto Scaling グループの最小と最大のキャパシティーを制御する (p. 355)
• どの IAM ロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用) (p. 356)
• Auto Scaling グループのキャパシティーの変更をユーザーに許可する (p. 356)
• 起動設定の作成と使用をユーザーに許可する (p. 357)
• 起動テンプレートの作成と使用をユーザーに許可する (p. 358)

使用できるタグキーとタグ値を制御する
IAM ポリシーの条件を使用して、Auto Scaling グループに適用できるタグキーとタグ値を制御できます。
特定のタグを指定する場合に限り、Auto Scaling グループを作成またはタグ付けするアクセス許可を
ユーザーに付与するには、aws:RequestTag 条件キーを使用します。特定のタグキーのみ許可するに
は、aws:TagKeys 修飾子とともに ForAllValues 条件キーを使用します。
次のポリシーでは、そのリクエストでキー environment を使用してタグを指定することをユーザーに要
求します。"?*" 値は、タグキーに何らかの値を含めることを強制します。ワイルドカードを含める場合
は、StringLike 条件演算子を使用する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:CreateOrUpdateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": { "aws:RequestTag/environment": "?*" }
}
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}

}]

次のポリシーでは、ユーザーが Auto Scaling グループに付けることができるタグを
purpose=webserver と cost-center=cc123 に限定し、purpose タグと cost-center タグのみを
許可します (他のタグは指定できません)。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:CreateOrUpdateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:RequestTag/purpose": "webserver",
"aws:RequestTag/cost-center": "cc123"
},
"ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["purpose", "cost-center"] }
}
}]

次のポリシーでは、ユーザーがリクエストで少なくとも 1 つのタグを指定することを要求し、costcenter および owner キーのみ使用できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:CreateOrUpdateTags"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["cost-center", "owner"] }
}
}]

Note
条件においては、条件キーでは大文字と小文字が区別されず、条件値では大文字と小文字が区別
されます。したがって、タグキーの大文字と小文字を区別するには、条件の値としてタグキーが
指定される aws:TagKeys 条件キーを使用します。

タグに基づいて Auto Scaling リソースへのアクセスを制御する
IAM ポリシーにタグ情報を指定し、autoscaling:ResourceTag 条件キーを使用して Auto Scaling グ
ループにアタッチしたタグに基づいてアクセスを制御することもできます。

Auto Scaling グループとスケーリングポリシーの作成と管理へのアクセスを制御する
次のポリシーでは、Auto Scaling グループにタグ purpose=webserver がある限り、名前に文字列
Scaling を含むすべての Amazon EC2 Auto Scaling アクションを使用するアクセス許可をユーザーに付
与します。Describe アクションはリソースレベルのアクセス権限をサポートしないため、条件のない別
のステートメントでそれらのアクセス権限を指定する必要があります。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": ["autoscaling:*Scaling*"],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/purpose": "webserver" }
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "autoscaling:Describe*Scaling*",
"Resource": "*"
}]

削除できるスケーリングポリシーを制御する
次のポリシーでは、autoscaling:DeletePolicy アクションを使用してスケーリングポリ
シーを削除することをユーザーに許可します。ただし、処理対象の Auto Scaling グループに
environment=production タグがある場合、そのアクションを拒否します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "autoscaling:DeletePolicy",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": "autoscaling:DeletePolicy",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment": "production" }
}
}]

Auto Scaling グループの最小と最大のキャパシティーを制御する
Amazon EC2 Auto Scaling では、作成できる Auto Scaling グループのサイズを制限できます。次の
ポリシーでは、最小サイズとして 1 未満または最大サイズとして 10 より大きい値を指定しない限
り、allowed=true タグを持つすべての Auto Scaling グループを作成および更新するアクセス許可を
ユーザーに付与します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/allowed": "true" },
"NumericGreaterThanEqualsIfExists": { "autoscaling:MinSize": 1 },
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}

}]

}

"NumericLessThanEqualsIfExists": { "autoscaling:MaxSize": 10 }

どの IAM ロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用)
ユーザーがインスタンスプロファイル (IAM ロールのコンテナ) を指定する Amazon EC2 Auto Scaling リ
ソースを作成するには、次の例に示すように、ロールを渡すことをユーザーに許可するステートメントが
含まれたポリシーを使用する必要があります。ARN を指定することにより、名前が qateam- で始まる
ロールのみを渡すアクセス許可をポリシーでユーザーに付与できます。詳細については、「Amazon EC2
インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロール (p. 365)」を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/qateam-*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"ec2.amazonaws.com",
"ec2.amazonaws.com.cn"
]
}
}
}
]

Auto Scaling グループのキャパシティーの変更をユーザーに許可する
次のポリシーでは、API アクションとして SetDesiredCapacity および
TerminateInstanceInAutoScalingGroup を使用するアクセス許可をユーザーに付与しま
す。Resource 要素は、ワイルドカード (*) を使用して、ユーザーが任意の Auto Scaling グループのキャ
パシティーを変更できることを指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:SetDesiredCapacity",
"autoscaling:TerminateInstanceInAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*"
}]

Auto Scaling グループへのアクセス制御にタグを使用しない場合は、前のステートメントを調整して、
名前が devteam- で始まる Auto Scaling グループのキャパシティーのみを変更するアクセス許可をユー
ザーに付与できます。ARN 値の指定については、「Amazon EC2 Auto Scaling 内のリソースベースのポリ
シー (p. 338)」を参照してください。
"Resource":
"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/devteam*"
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複数の ARN をリストに含めて指定することもできます。UUID を含めることで、特定の Auto Scaling グ
ループに確実にアクセス権が付与されます。新しいグループの UUID は、削除された同じ名前のグループ
の UUID とは異なります。
"Resource": [

"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup:7fe02b8e-7442-4c9e-8c8e-85fa99e9b5d9:autoSca
devteam-1",
"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup:9d8e8ea4-22e1-44c7a14d-520f8518c2b9:autoScalingGroupName/devteam-2",
"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup:60d6b363ae8b-467c-947f-f1d308935521:autoScalingGroupName/devteam-3"
]

起動設定の作成と使用をユーザーに許可する
次のポリシーでは、インスタンスタイプが t2.micro であり、起動設定の名前が qateam- で始まる
場合に限り、起動設定を作成するアクセス許可をユーザーに付与します。ARN 値の指定については、
「Amazon EC2 Auto Scaling 内のリソースベースのポリシー (p. 338)」を参照してください。名前が
qateam- で始まる場合にのみ、Auto Scaling グループの起動設定を指定することができます。
ステートメントの最後の部分では、起動設定を記述し、アカウントの特定の Amazon EC2 リソースにアク
セスするためのアクセス許可をユーザーに付与します。これにより、Amazon EC2 Auto Scaling コンソー
ルから起動設定を作成および管理するための最小限のアクセス許可がユーザーに付与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "autoscaling:CreateLaunchConfiguration",
"Resource":
"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/
qateam-*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:InstanceType": "t2.micro" }
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLikeIfExists": { "autoscaling:LaunchConfigurationName": "qateam-*" }
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:DescribeLaunchConfigurations",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:DescribeVolumes",
"ec2:DescribeInstances",
"ec2:DescribeInstanceAttribute",
"ec2:DescribeKeyPairs",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeSpotInstanceRequests",
"ec2:DescribeSpotPriceHistory",
"ec2:DescribeVpcClassicLink",
"ec2:DescribeVpcs",
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}

}]

"ec2:DescribeSubnets"
],
"Resource": "*"

このポリシーに次のような API アクションを追加して、ユーザーに追加のオプションを提供できます。
• iam:ListInstanceProfiles: インスタンスプロファイルを一覧表示します。
• ec2:CreateSecurityGroup: 新しいセキュリティグループを作成するには
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress: インバウンドルールを追加します。
• ec2:CreateKeyPair: 新しいキーペアを作成します。

起動テンプレートの作成と使用をユーザーに許可する
エンドポイントポリシーの例については、「起動テンプレートのサポート (p. 361)」を参照してくださ
い。

サービスにリンクされたロールを作成するために必要なアクセス
許可
Amazon EC2 Auto Scaling では、サービスにリンクされたロールを作成するアクセス許可が必要です。こ
れは、AWS アカウントAmazon EC2 Auto Scaling API アクションを呼び出します。サービスにリンクさ
れたロールがまだ存在しない場合は、Amazon EC2 Auto Scaling によってアカウント内に作成されます。
サービスにリンクされたロールは、Amazon EC2 Auto Scaling に、ユーザーに代わって他の AWS のサー
ビス を呼び出すために必要なアクセス許可を与えます。
この自動ロール作成を成功させるには、ユーザーには iam:CreateServiceLinkedRole アクションへ
のアクセス権限が必要です。
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole"

以下は、Amazon EC2 Auto Scaling に対する Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール
の作成をユーザーに許可するアクセス権限ポリシーの例です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling",
"Condition": {
"StringLike": {
"iam:AWSServiceName":"autoscaling.amazonaws.com"
}
}
}
]
}

どのサービスにリンクされたロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用)
カスタムサフィックスの付いたサービスにリンクされたロールを Auto Scaling グループに渡すことを
ユーザーが必要とする場合は、必要なアクセスに応じてユーザーまたはロールにポリシーをアタッチし
ます。ユーザーがアクセスする必要のあるサービスにリンクされたロールのみにこのポリシーを制限す
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ることをお勧めします。カスタムサフィックス付きのサービスにリンクされたロールの詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling のサービスにリンクされたロール (p. 346)」を参照してください。
以下の例は、別のサービスにリンクされたロールに別のキーへのアクセスを許可する場合に、AWS
KMS カスタマーマネージド型キーのセキュリティを高めるのに役立ちます。必要に応じて、開発
チームに 1 つの キー、QA チームにもう 1 つの キー、そして財務チームにもう 1 つの キー を設定
できます。まず、必要なキーへのアクセス権があるサービスにリンクされたロールを作成します (例:
AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess)。次に、このサービスにリンクされたロール
を Auto Scaling グループに渡すアクセス権限を付与するために、示されているようにポリシーをIAM ユー
ザーに付与します。
この例のポリシーは、ユーザーに AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess ロールを使
用して、名前が devteam- で始まる任意の Auto Scaling グループを作成します。ユーザーが別のサービス
にリンクされたロールを指定しようとすると、エラーが発生します。サービスにリンクされたロールを選
択しない場合、代わりにデフォルトの AWSServiceRoleForAutoScaling ロールが使用されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": [
"autoscaling.amazonaws.com"
]
},
"StringLike": {
"iam:AssociatedResourceARN": [
"arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/devteam*"
]
}
}
}
]
}

Amazon EC2 Auto Scaling に必要な API 許可
Amazon EC2 Auto Scaling API から以下のアクションを呼び出す場合、ユーザーは、特定のアクションを
実行するには、Amazon EC2 および IAM からのアクセス許可を持っている必要があります。IAM ポリシー
ステートメントの Action 要素では、以下のアクションを指定します。

Auto Scaling グループを作成する
• autoscaling:CreateAutoScalingGroup
• iam:CreateServiceLinkedRole ( 既定のサービスリンクロールを使用していて、そのロールがまだ
存在していない場合に必要)
• iam:PassRole (既定以外のサービスリンクロールを使用している場合、ライフサイクルフックの
RoleARN パラメータの IAM ロールを指定している場合、Auto Scaling グループ内のインスタンスが使
用できる IAM ロールを指定する起動テンプレートを使用している場合に必要)
• ec2:RunInstance (起動テンプレートを使用している場合に必要)
• ec2:CreateTags (インスタンスと EBS ボリュームに適用するタグを指定する起動テンプレートを使用
している場合に必要)
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起動設定を作成する
• autoscaling:CreateLaunchConfiguration
• ec2:DescribeImages
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeInstanceAttribute
• ec2:DescribeKeyPairs
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSpotInstanceRequests
• ec2:DescribeVpcClassicLink
• iam:PassRole ( IamInstanceProfileパラメータのIAM ロールを指定している場合に必要)

ライフサイクルフックを作成する
• autoscaling:PutLifecycleHook
• iam:PassRole ( RoleARNパラメータのIAM ロールを指定している場合だけに必要)

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した副問題は、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティ
にアクションを実行するように強制できるセキュリティの問題です。
AWS では、サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間で
のなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び
出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可される
べきではない方法でその許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される
場合があります。
これを防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシ
パルですべてのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。Amazon EC2 Auto
Scaling サービスロールの信頼ポリシーでは、aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル
条件コンテキストキーを使用することをお勧めします。これらのキーは、Amazon EC2 Auto Scaling が他
のサービスに付与するそのリソースへのアクセス許可を制限します。
aws:SourceArn または aws:SourceAccount グローバル条件キーを使用する場合、値を Amazon リ
ソースネーム (ARN) または Amazon EC2 Auto Scaling が保存するリソースのアカウントに設定します。
可能な限り、より具体的な aws:SourceArn を使用してください。ARN の不明な部分の値を ARN また
はワイルドカード (*) を含む ARN パターンに設定します。リソースの ARN が不明の場合は、代わりに
aws:SourceAccount を使用してください。
次の例では、Amazon EC2 Auto Scaling で aws:SourceArn および aws:SourceAccount グローバル条
件コンテキストキーを使用して、「混乱した代理」問題を回避する方法を示します。

例: aws:SourceArn 条件キーおよび aws:SourceAccount 条
件キー
サービスがお客様に代わってアクションを実行するために引き受けるロールは、サービスロー
ル (p. 343)と呼ばれます。Amazon EventBridge 以外の場所に通知を送信するライフサイクルフックを
作成する場合は、サービスロールを作成して、Amazon EC2 Auto Scaling がユーザーに代わって Amazon
SNS トピックまたは Amazon SQS キューに通知を送信できるようにする必要があります。クロスサービ
スアクセスに関連付ける Auto Scaling グループを 1 つだけにする場合は、サービスロールの信頼ポリシー
を次のように指定できます。
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この信頼ポリシーの例では、条件文を使用して、サービスロールの AssumeRole 機能を、指定
されたアカウントの指定された Auto Scaling グループに影響を与えるアクションのみに制限しま
す。aws:SourceArn および aws:SourceAccount の条件は個別に評価されます。サービスロールを使
用するリクエストでは、両方の条件が満たされている必要があります。
このポリシーを使用する前に、リージョン、アカウント ID、UUID、およびグループ名をアカウントの有
効な値に置き換えてください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "autoscaling.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn":
"arn:aws:autoscaling:region:account_id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/my-asg"
},
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "account_id"
}
}
}

}

追加情報
詳細については、「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」、「混乱した使節
の問題」、および「ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)」を参照してください。

起動テンプレートのサポート
Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グループでの Amazon EC2 起動テンプレートの使用をサポー
トしています。起動テンプレートから Auto Scaling グループを作成することをユーザーに許可することを
お勧めします。これにより、ユーザーは Amazon EC2 Auto Scaling と Amazon EC2 の最新機能を使用で
きます。例えば、ユーザーは混合インスタンスポリシーを使用するための起動テンプレートを指定する必
要があります。
AmazonEC2FullAccess ポリシーを使用すると、アカウント内の Amazon EC2 Auto Scaling リソース、
起動テンプレート、およびその他の EC2 リソースを使用するための完全なアクセス権をユーザーに付与で
きます。または、このトピックで説明するように、独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、起動テンプ
レートを使用するきめ細かなアクセス許可をユーザーに付与することもできます。
独自の用途に合わせてカスタマイズできるサンプルポリシー
次に、独自の用途に合わせてカスタマイズできるアクセス許可ポリシーの例を示します。ポリシーで
は、IAM ユーザーにすべての Auto Scaling グループを作成、変更、削除することを許可します。ただし、
グループが environment=test タグを使用している場合に限ります。次に、すべての Describe アク
ションに対するアクセス許可を付与します。Describe アクションはリソースレベルのアクセス権限をサ
ポートしないため、条件のない別のステートメントでそれらのアクセス権限を指定する必要があります。
このポリシーを持つユーザーには、ec2:RunInstancesアクションを使用するアクセス権限も与えられて
いるので、起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成または更新する権限があります。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
"autoscaling:DeleteAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment": "test" }
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:Describe*",
"ec2:RunInstances"
],
"Resource": "*"
}
]

ec2:RunInstancesは、起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成または更新すると、
チェックされます。インスタンスの起動に使用するリソースへのアクセスを制限する場合、または IAM
ユーザーが実行できる操作を制限する場合は、このポリシーを変更して、これらのアクセス許可をフィル
タリングする独自のステートメントを追加する必要があります。
以下の例では、起動テンプレートを使用する場合に、ユーザーが所有するアクセス許可を制御するために
使用できるポリシーステートメントを示しています。
目次
• 特定のタグを持つ起動テンプレートを要求する (p. 362)
• 起動テンプレートとバージョン番号を要求する (p. 363)
• インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) の使用を要求する (p. 363)
• Amazon EC2 リソースへのアクセスを制限する (p. 364)
• インスタンスおよびボリュームにタグ付けするために必要なアクセス許可 (p. 364)
• 追加のアクセス権限 (p. 365)
• 詳細はこちら (p. 365)

特定のタグを持つ起動テンプレートを要求する
次の例では、指定されたリージョンにある起動テンプレートを持ち、タグ environment=test を持つ
ec2:RunInstances アクションへの呼び出しアクセスを制限します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:123456789012:launch-template/*",
"Condition": {
"StringEquals": { "ec2:ResourceTag/environment": "test" }
}
}
]
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起動テンプレートとバージョン番号を要求する
次の例では、ユーザーが起動テンプレートのバージョン番号を指定した場合、Auto Scaling グループの作
成と変更を許可し、それから、起動設定を使用して Auto Scaling グループを作成または変更するためのア
クセス権限を拒否します。このポリシーを持つユーザーが Latest または Default の起動テンプレート
バージョンを指定するためのバージョン番号を省略したり、代わりに起動設定を指定したりすると、アク
ションは失敗します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": { "autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified": "true" }
}
},
{
"Effect": "Deny",
"Action": [
"autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
"autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": { "autoscaling:LaunchConfigurationName": "false" }
}
}
]

インスタンスメタデータサービスバージョン 2 (IMDSv2) の使用
を要求する
セキュリティを強化するために、IMDSv2 を必要とする起動テンプレートの使用を要求するようにユー
ザーのアクセス許可を設定できます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「インスタンスメタデータサービスの設定」を参照してください。
次のポリシーでは、IMDSv2 の使用を要求するようにインスタンスもオプトインされていない限り
("ec2:MetadataHttpTokens":"required" で指定)、ユーザーは ec2:RunInstances アクションを
呼び出せないことを示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "RequireImdsV2",
"Effect": "Deny",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": { "ec2:MetadataHttpTokens": "required" }
}
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}

]

}

Tip
インスタンスのメタデータオプションが設定された新しい起動テンプレートまたは新しいバー
ジョンの起動テンプレートを使用する代替の Auto Scaling インスタンスを強制的に起動すること
で、グループ内の既存のインスタンスを終了できます。Amazon EC2 Auto Scaling は、直ちに新
しいインスタンスの起動を開始し、終了したインスタンスを置き換えます。または、インスタン
スの更新を開始して、グループのローリング更新を実行することもできます。詳細については、
「インスタンスの更新に基づいて Auto Scaling インスタンスを置き換える (p. 102)」を参照して
ください。

Amazon EC2 リソースへのアクセスを制限する
次の例では、Amazon EC2 リソースへのアクセスを制限してユーザーが起動できるインスタンスの設定を
制御します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": [
"arn:aws:ec2:region:123456789012:subnet/subnet-1a2b3c4d",
"arn:aws:ec2:region:123456789012:security-group/sg-903004f88example",
"arn:aws:ec2:region:123456789012:network-interface/*",
"arn:aws:ec2:region:123456789012:volume/*",
"arn:aws:ec2:region::image/ami-04d5cc9b88example"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:RunInstances",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/*",
"Condition": {
"StringEquals": { "ec2:InstanceType": "t2.micro" }
}
}
]

この例には、 2 つのステートメントがあります。
• 1 番目のステートメントは、ユーザーが、特定のセキュリティグループ (sg-903004f88example) と、
特定の AMI (ami-04d5cc9b88example) を使用して、特定のサブネット (subnet-1a2b3c4d) でイ
ンスタンスを起動することを要求します。また、インスタンスを起動するために必要な追加のリソース
(ネットワークインターフェイスとボリューム) へのアクセス権をユーザーに付与します。
• 2 番目のステートメントは、特定のインスタンスタイプ (t2.micro) のインスタンスのみを起動するこ
とをユーザーに許可します。

インスタンスおよびボリュームにタグ付けするために必要なアク
セス許可
次の例では、インスタンスとボリュームの作成時に、以下のタグを付けることをユーザーに許可します。
このポリシーは、起動テンプレートにタグが指定されている場合に必要です。詳細については、のLinux
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インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「リソース作成時にタグ付けするアクセス許可の付与」を
参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:CreateTags",
"Resource": "arn:aws:ec2:region:123456789012:*/*",
"Condition": {
"StringEquals": { "ec2:CreateAction": "RunInstances" }
}
}
]

追加のアクセス権限
これらの追加のアクションは、サポートするシナリオに応じて、IAM ポリシーステートメントの Action
要素で指定できます。
ユーザーが IAM ロールをプロビジョニングされたインスタンスに渡す機能を持つようにするには、その
ユーザーがiam:PassRole のアクセス権限を持つ必要があります。起動テンプレートが IAM ロールを持
つインスタンスプロファイルを指定している場合、iam:PassRoleポリシーを使用して、Amazon EC2 に
ロールを渡すことをユーザーに許可 (または拒否) することができます。ポリシーの例については、「どの
IAM ロールを渡せるかを制御する (PassRole を使用) (p. 356)」を参照してください。
コンソールユーザーには、ec2:DescribeLaunchTemplatesおよ
びec2:DescribeLaunchTemplateVersionsアクションへのアクセス許可を与える必要があります。こ
れらのアクセス許可なしでは、起動テンプレートとネットワークオプションが Auto Scaling グループウィ
ザードに読み込まれないため、ユーザーはウィザードをステップ実行できず、起動テンプレートを使用し
てインスタンスを起動することができません。
ec2:CreateLaunchTemplateおよびec2:CreateLaunchTemplateVersionアクションへのアクセス
を制御するには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの起動テンプレートの使用の管理お
よび例: 起動テンプレートの使用を参照してください。

Note
Latest または Default の起動テンプレートバージョンを使用するように設定したグループの場
合、インスタンスの起動時に実行されるアクションのアクセス許可は、起動テンプレートの新し
いバージョンの作成時に Amazon EC2 Auto Scaling によってチェックされません。これは、起動
テンプレートバージョンを作成および管理できるユーザーのアクセス許可を設定する際の重要な
考慮事項です。

詳細はこちら
IAM を使用して起動テンプレートへのアクセスを管理する前に、起動テンプレートで使用できる IAM 機
能について理解しておく必要があります。詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon
EC2 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。

Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーショ
ン用の IAM ロール
Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションには、他の AWS のサービス にアクセスするた
めの認証情報が必要です。これらの認証情報を安全な方法で提供するには、IAM ロールを使用します。こ
のロールは、アプリケーションが他の AWS リソースにアクセスするときに使用できる一時的なアクセス
許可を付与します。アプリケーションに許可される操作は、ロールのアクセス許可で決定されます。
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Auto Scaling グループ内のインスタンス用に、起動テンプレートまたは起動設定を作成し、インスタンス
に関連付けるインスタンスプロファイルを選択する必要があります。インスタンスプロファイルは IAM
ロールのコンテナであり、インスタンスの起動時に Amazon EC2 インスタンスに IAM ロール情報を渡す
ために使用できます。まず、AWS リソースにアクセスするために必要なアクセス権限のすべてを持つ IAM
ロールを作成します。次に、インスタンスプロファイルを作成し、そのプロファイルにロールを割り当て
ます。

Note
ベストプラクティスとして、ロールを作成する場合、そのアクセス許可は、アプリケーションが
AWS のサービス にアクセスするために必要な最低限のレベルにすることを強くお勧めします。
目次
• 前提条件 (p. 366)
• 起動テンプレートの作成 (p. 367)
• 起動設定を作成する (p. 367)
• 以下も参照してください。 (p. 367)

前提条件
Amazon EC2 で実行されているアプリケーションが引き受けることができる IAM ロールを作成します。結
果としてロールを引き受けたアプリケーションが必要な特定の API 呼び出しを実行できるように、適切な
アクセス許可を選択します。
AWS CLI または AWS SDK の代わりに IAM コンソールを使用すると、コンソールによってインスタンス
プロファイルが自動的に作成され、対応するロールと同じ名前が付けられます。

IAM ロールを作成するには（コンソール）
1.
2.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

3.
4.
5.

[ロールの作成] を選択します。
[Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
ユースケースに [EC2] を選択してから、[Next] (次へ) を選択します。

6.

可能な場合は、アクセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの作成] を
選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、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。ポリシーを作成したら、そのタブを
閉じて元のタブに戻ります。サービスに割り当てるアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボック
スをオンにします。
7. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。これは、サービスロールに利用できる高度な機能で
す。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境界」を参照し
てください。
8. [Next] を選択します。
9. [Name, review, and create] (名前、確認、および作成) ページの [Role name] (ロール名) に、このロー
ルの目的を識別するために役立つロール名を入力します。この名前は AWS アカウント内で一意であ
る必要があります。他の AWS リソースがロールを参照している場合があるため、作成後はロールの
名前を編集できません。
10. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。
IAM ユーザー許可を使用して、新しい IAM ロールへのアクセスを制御します。IAM ユーザーが、インスタ
ンスプロファイルを指定する起動テンプレートを使用して Auto Scaling グループを作成または更新する場
合や、インスタンスプロファイルを指定する起動設定を作成する場合は、iam:PassRole アクセス許可が
必要です。 固有のアクセス権限を付与するポリシーの例については、「どの IAM ロールを渡せるかを制御
する (PassRole を使用) (p. 356)」を参照してください。
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起動テンプレートの作成
AWS Management Console を使用して起動テンプレートを作成するときは、[高度な詳細] セクションで、
[IAM インスタンスプロファイル] からロールを選択します。詳細については、「起動テンプレートの高度
な詳細を設定する (p. 27)」を参照してください。
AWS CLI からcreate-launch-templateを使用して起動テンプレートを作成するには、次の例に示すよう
に、IAM ロールのインスタンスプロファイル名を指定します。
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-lt-with-instance-profile -version-description version1 \
--launch-template-data
'{"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro","IamInstanceProfile":
{"Name":"my-instance-profile"}}'

起動設定を作成する
AWS Management Console を使用して起動設定を作成するには、追加設定セクションで、IAM インスタ
ンスプロファイルからロールを選択します。詳細については、「起動設定を作成する (p. 41)」を参照して
ください。
AWS CLIからcreate-launch-configurationコマンドを使用して起動設定を作成するには、次の例に示すよう
に、IAM ロールのインスタンスプロファイル名を指定します。
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-withinstance-profile \
--image-id ami-04d5cc9b88example --instance-type t2.micro \
--iam-instance-profile my-instance-profile

以下も参照してください。
Amazon EC2 の IAM ロールについて学習し、使用する方法の詳細については、「」を参照してください。
• Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の IAM ロール」を参照してくだ
さい。
• IAM ユーザーガイドのインスタンスプロファイルの使用およびIAM ロールを使用して、Amazon EC2 イ
ンスタンスで実行されるアプリケーションにアクセス許可を付与する

暗号化されたボリュームで使用するのに必要な AWS
KMS キーポリシー
Amazon EC2 Auto Scaling は、サービスリンクロール (p. 346)を使用してアクセス許可を他の AWS の
サービス に委任します。サービスにリンクされたロールは事前に定義されており、Amazon EC2 Auto
Scaling がユーザーに代わって他の AWS のサービス のサービスを呼び出すために必要な、すべての許可
が含まれています。定義済みの権限には、AWS マネージドキー へのアクセス権限も含まれます。ただ
し、顧客管理キーへのアクセスは含まれていないため、これらのキーを完全に制御できます。
このトピックでは、Amazon EBS 暗号化のカスタマーマネージドキーを指定するときに Auto Scaling イン
スタンスを起動するために必要なキーポリシーを設定する方法について説明します。

Note
Amazon EC2 Auto Scaling では、アカウントの暗号化されたボリュームの保護にデフォルトの
AWS マネージドキー を使用する場合、追加の承認は不要です。
目次
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• 概要 (p. 368)
• キーポリシーを設定する (p. 368)
• 例 1: カスタマー管理キーへのアクセスを許可するキーポリシーセクション (p. 369)
• 例 2: カスタマー管理キーへのクロスアカウントアクセスを許可するキーポリシーセクショ
ン (p. 370)
• AWS KMS コンソールでキーポリシーを編集する (p. 371)

概要
以下の AWS KMS keys は、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動する際に、Amazon EBS 暗
号化のために使用できます。
• AWS マネージドキー - Amazon EBS によって作成、所有、管理される暗号化キー。これは、新しいア
カウントのデフォルトの暗号化キーです。AWS マネージドキー は、カスタマーマネージド型キーを指
定する場合を除き、暗号化に使用されます。
• カスタマー管理型キー - お客様が作成、所有、管理するカスタムの暗号化キー。詳細については、デベ
ロッパーガイドの「AWS Key Management Serviceキーの作成」を参照してください。
注:キーは対称である必要があります。Amazon EBS は非対称カスタマー管理キーをサポートしていませ
ん。
カスタマーマネージド型キーは、暗号化されたスナップショットを作成するとき、または暗号化されたボ
リュームを指定する起動テンプレートを作成するとき、またはデフォルトで暗号化を有効にするときに設
定します。

キーポリシーを設定する
KMS キーには、Amazon EC2 Auto Scaling が、カスタマーマネージド型キーで暗号化された Amazon
EBS ボリュームを使用してインスタンスを起動できるようにするキーポリシーが必要です。
このページの例を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling にカスタマー管理型キーへのアクセスを許可する
ようにキーポリシーを設定します。カスタマー管理型 キーのキーポリシーは、キーの作成時または後で変
更できます。
Amazon EC2 Auto Scaling で CMK のキーポリシーを使用するには、少なくとも、2 つのポリシーステー
トメントをそのポリシーに追加する必要があります。
• 最初のステートメントでは、Principal 要素で指定された IAM アイデンティティ
に、カスタマー型マネージドキー を直接使用できるようにします。また、キーで AWS
KMS、Encrypt、Decrypt、ReEncrypt*、GenerateDataKey*、および DescribeKey オペレー
ションを実行するためのアクセス許可を含めます。
• 2 番目のステートメントでは、Principal 要素で指定された IAM アイデンティティにグラントの使
用を許可して、独自のアクセス許可のサブセットを、AWS KMS または別のプリンシパルと統合され
た AWS のサービス に委任できるようにします。これにより、それらのサービスはお客様に代わって、
キーを使用して、暗号化されたリソースを作成できるようになります。
キーポリシーに新しいポリシーステートメントを追加する場合は、ポリシーの既存のステートメントを変
更しないでください。
以下の各例では、キー ID やサービスにリンクされたロールの名前など、置き換える必要のある引数は###
#######として斜体で示しています。ほとんどの場合、サービスにリンクされたロールの名前を Amazon
EC2 Auto Scaling サービスにリンクされたロールの名前に置き換えることができます。ただし、起動設定
を使用してスポットインスタンスを起動する場合は、AWSServiceRoleForEC2Spotという名前のロールを
使用します。
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詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CLI でキーを作成するには、「create-key」を参照してください。
• AWS CLI を使用してキーポリシーを更新するには、「put-key-policy」を参照してください。
• キー ID と Amazon リソースネーム (ARN) を確認するには、AWS Key Management Serviceデベロッ
パーガイドの「キー ID と ARN を検索する」を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scaling というサービスにリンクされたロールについては、「Amazon EC2 Auto
Scaling のサービスにリンクされたロール (p. 346)」を参照してください。
• Amazon EBS と KMS の詳細については、のLinux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドとAWS
Key Management ServiceデベロッパーガイドのAmazon EBS 暗号。

例 1: カスタマー管理キーへのアクセスを許可するキーポリシー
セクション
以下の 2 つのポリシーステートメントをカスタマー管理型キーのキーポリシーに追加して、例の ARN
を、キーへのアクセスが許可されている適切なサービスにリンクされたロールの ARN に置き換えます。
この例のポリシーセクションでは、AWSServiceRoleForAutoScaling という名前のサービスにリンク
されたロールに、カスタマー管理キーを使用するための許可を付与します。
{

"Sid": "Allow service-linked role use of the customer managed key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}

{

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
]
},
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": true
}
}
}
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例 2: カスタマー管理キーへのクロスアカウントアクセスを許可
するキーポリシーセクション
カスタマー管理キーを Auto Scaling グループとは異なるアカウントで作成する場合は、キーへのクロスア
カウントアクセスを許可するキーポリシーと組み合わせてグラントを使用する必要があります。
これには 2 つのステップがあり、以下の順序で完了する必要があります。
1. まず、カスタマー管理キーのキーポリシーに以下の 2 つのポリシーステートメントを追加します。ARN
例を、他のアカウントの ARN に置き換えます。111122223333 は、Auto Scaling グループを作成する
AWS アカウントの実際のアカウント ID に置き換えるようにしてください。そうすることで、次の CLI
コマンドを使用して、指定されたアカウント内の IAM ユーザーまたはロールに、キーに対するグラント
を作成する許可を提供できます。ただし、これ自体がキーへのアクセス権を IAM ユーザーまたはロール
に提供するのではありません。
{

}

{

}

"Sid": "Allow external account 111122223333 use of the customer managed key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

"Sid": "Allow attachment of persistent resources in external account 111122223333",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:root"
]
},
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*"

2. 次に、Auto Scaling グループを作成するアカウントから、関連する許可を適切なサービスリンクロール
に委任するグラントを作成します。グラントの Grantee Principal 要素は、適切なサービスリンク
ロールの ARN です。key-id は、キーの ARN です。
以下の create-grant CLI コマンドの例では、アカウント 111122223333 の
AWSServiceRoleForAutoScaling という名前のサービスにリンクされたロールに、アカウント
444455556666 のカスタマー管理型キーを使用するためのアクセス許可を付与しています。
aws kms create-grant \
--region us-west-2 \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:444455556666:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling \
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--operations "Encrypt" "Decrypt" "ReEncryptFrom" "ReEncryptTo" "GenerateDataKey"
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "DescribeKey" "CreateGrant"

このコマンドが成功するには、リクエストを行うユーザーが CreateGrant アクションに対する許可を
持っている必要があります。
以下の IAM ポリシーの例は、アカウント 111122223333 内の IAM ユーザーまたはロールが、アカウ
ント 444455556666 内のカスタマー管理キーに対するグラントを作成できるようにします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowCreationOfGrantForTheKMSKeyinExternalAccount444455556666",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:444455556666:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
}
]
}

異なるAWS アカウント 内での KMS キーに対するグラントの作成に関する詳細については、「 デベ
ロッパーガイド」の「AWS KMS での権限」を参照してください。

Important
被付与者のプリンシパルとして指定されたサービスにリンクされたロール名は、既存のロール
の名前でなければなりません。グラントを作成した後は、Amazon EC2 Auto Scaling が指定さ
れた KMS キーを確実に使用できるようにするために、サービスにリンクされたロールを削除
して再作成しないでください。

AWS KMS コンソールでキーポリシーを編集する
以前のセクションの例では、キーポリシーにステートメントを追加する方法のみを示しています。これ
は、キーポリシーを変更する 1 つの方法にすぎません。キーポリシーを変更する最も簡単な方法は、キー
ポリシーに対して AWS KMS コンソールのデフォルトビューを使用し、IAM エンティティ (ユーザーま
たはロール) を適切なキーポリシーのいずれかのキーユーザーにすることです。詳細については、「AWS
Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS Management Console デフォルトビューの使
用」を参照してください。

Important
以下の点に注意してください。コンソールのデフォルトビューポリシーステートメントには、カ
スタマー管理型キーに対して AWS KMS Revoke オペレーションを実行するためのアクセス許可
が含まれています。AWS アカウントアカウント内のカスタマー管理キーへのアクセス権を付与
し、この許可を付与したグラントを誤って取り消した場合、外部ユーザーは暗号化されたデータ
にもデータの暗号化に使用されたキーにもアクセスできなくなります。

Amazon EC2 Auto Scaling のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として Amazon
EC2 Auto Scaling のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。
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範囲内に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」を参照し、目的のコンプライアン
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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手順を提供します。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(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、お客様の業界と
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 のサービスで
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 では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• 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。

PCI DSS コンプライアンス
Amazon EC2 Auto Scaling は、マーチャントまたはサービスプロバイダーによるクレジットカードデー
タの処理、ストレージ、および伝送をサポートしており、Payment Card Industry (PCI) Data Security
Standard (DSS) に準拠していることが確認されています。PCI DSS の詳細 (AWS PCI Compliance
Package のコピーをリクエストする方法など) については、「PCI DSS レベル 1」を参照してください。
AWSワークロードの PCI DSS 準拠の達成方法の詳細については、次のコンプライアンスガイドを参照し
てください。
• AWSの Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) 3.2.1

Amazon EC2 Auto Scaling のレジリエンス
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として構
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・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を使用すると、中断することなくゾーン間で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。
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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。

関連トピック
• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 のレジリエンス」

Amazon EC2 Auto Scaling 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である Amazon EC2 Auto Scaling は、アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセ
スの概要ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護され
ています。
AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で Amazon EC2 Auto Scaling 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。

関連トピック
• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 でのインフラストラクチャセ
キュリティ」

Amazon EC2 Auto Scaling エンドポイントとイン
ターフェイス VPC エンドポイント
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように Amazon EC2 Auto Scaling を設定すること
で、VPC のセキュリティ体制を強化できます。インターフェイスエンドポイントは、VPC と Amazon
EC2 Auto Scaling 間のすべてのネットワークトラフィックを AWS ネットワークに制限することにより、
プライベートで Amazon EC2 Auto Scaling API にアクセスすることを可能にする、AWS PrivateLink を活
用します。インターフェイスエンドポイントでは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、または
仮想プライベートゲートウェイも必要ありません。
AWS PrivateLink の設定は要件ではありませんが、推奨されます。AWS PrivateLink と VPC エンドポイン
トの詳細については、AWS PrivateLink ガイドの「AWS PrivateLink とは」を参照してください。
トピック
• インターフェイス VPC エンドポイントを作成する (p. 373)
• VPC エンドポイントポリシーを作成する (p. 374)

インターフェイス VPC エンドポイントを作成する
以下のサービス名を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling のエンドポイントを作成します。
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com.amazonaws.region.autoscaling

詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「Access an AWS service using an interface VPC
endpoint」(インターフェイス VPC エンドポイントを使用して AWS のサービスにアクセスする) を参照し
てください。
Amazon EC2 Auto Scaling 設定を変更する必要はありません。Amazon EC2 Auto Scaling は、サービスエ
ンドポイントまたはプライベートインターフェイス VPC エンドポイントのうち、使用されている方のエン
ドポイントを使用して、AWS の他のサービスを呼び出します。

VPC エンドポイントポリシーを作成する
Amazon EC2 Auto Scaling API へのアクセスをコントロールするために、VPC エンドポイントにポリシー
をアタッチすることができます。このポリシーでは以下の内容を指定します。
• 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。
以下の例では、エンドポイントを介してスケーリングポリシーを削除するためのアクセス許可を全員に対
して拒否する VPC エンドポイントポリシーを示しています。このポリシー例では、他のすべてのアクショ
ンを実行するアクセス許可も全員に付与しています。
{

}

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
},
{
"Action": "autoscaling:DeleteScalingPolicy",
"Effect": "Deny",
"Resource": "*",
"Principal": "*"
}
]

詳細については、AWS PrivateLink ガイドの「VPC エンドポイントポリシー」を参照してください。
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Amazon EC2 Auto Scaling をトラブ
ルシューティングする
Amazon EC2 Auto Scaling では、固有かつ説明的なエラー情報を出力するので、問題のトラブルシュー
ティングに役立てられます。エラーメッセージは規模の拡大や縮小の説明から取得できます。
トピック
• スケーリングアクティビティからのエラーメッセージを取得する (p. 375)
• その他のトラブルシューティングリソース (p. 376)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: EC2 インスタンス起動の失敗 (p. 377)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: AMI 問題 (p. 384)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: ロードバランサー問題 (p. 385)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: 起動テンプレート (p. 387)
• Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングする: ヘルスチェック (p. 389)

スケーリングアクティビティからのエラーメッセー
ジを取得する
スケーリングのアクティビティの説明からエラーメッセージを取得するには、describe-scaling-activities
コマンドを使用します。スケーリングについては、6 週間前からの記録が保存されています。このための
リストでは、最新のスケーリングを最上位に、スケーリングが開始時刻順に並べられます。

Note
スケーリングアクティビティは、Amazon EC2 Auto Scaling コンソールの Auto Scaling グループ
用の [Activity] (アクティビティ) タブにあるアクティビティ履歴にも表示されています。
特定の Auto Scaling グループのスケーリングを表示するには、次のコマンドを使用します。
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg

以下は、StatusCode で現在のスケーリングのステータスを示し、StatusMessage でエラーメッセージ
を示している応答の例です。
{

"Activities": [
{
"ActivityId": "3b05dbf6-037c-b92f-133f-38275269dc0f",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Description": "Launching a new EC2 instance: i-003a5b3ffe1e9358e. Status
Reason: Instance failed to complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token
e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42d8aba1f was abandoned: Lifecycle Action Completed with
ABANDON Result",
"Cause": "At 2021-01-11T00:35:52Z a user request created an AutoScalingGroup
changing the desired capacity from 0 to 1. At 2021-01-11T00:35:53Z an instance was
started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the
capacity from 0 to 1.",
"StartTime": "2021-01-11T00:35:55.542Z",
"EndTime": "2021-01-11T01:06:31Z",
"StatusCode": "Cancelled",
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"StatusMessage": "Instance failed to complete user's Lifecycle Action:
Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42d8aba1f was abandoned: Lifecycle
Action Completed with ABANDON Result",
"Progress": 100,
"Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"uswest-2b\"...}",
"AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
},
...
]
}

出力の各フィールドについては、「Amazon EC2 Auto Scaling API Reference」(Amazon EC2 Auto
Scaling API リファレンス) の「Activity」(アクティビティ) を参照してください。
削除されたグループのスケーリングアクティビティを表示するには
Auto Scaling グループが削除された後にスケーリングのアクティビティを表示するには、次のように
describe-scaling-activities コマンドに --include-deleted-groups オプションを追加します。
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg --includedeleted-groups

下記は、削除されたグループのスケーリングに関する応答の例です。
{

"Activities": [
{
"ActivityId": "e1f5de0e-f93e-1417-34ac-092a76fba220",
"AutoScalingGroupName": "my-asg",
"Description": "Launching a new EC2 instance. Status Reason: Your Spot request
price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request fulfillment price of
0.0031. Launching EC2 instance failed.",
"Cause": "At 2021-01-13T20:47:24Z a user request update of AutoScalingGroup
constraints to min: 1, max: 5, desired: 3 changing the desired capacity from 0 to 3. At
2021-01-13T20:47:27Z an instance was started in response to a difference between desired
and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 3.",
"StartTime": "2021-01-13T20:47:30.094Z",
"EndTime": "2021-01-13T20:47:30Z",
"StatusCode": "Failed",
"StatusMessage": "Your Spot request price of 0.001 is lower than the minimum
required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
"Progress": 100,
"Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"uswest-2b\"...}",
"AutoScalingGroupState": "Deleted",
"AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:uswest-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
},
...
]
}

その他のトラブルシューティングリソース
以下のページには、Amazon EC2 Auto Scaling での問題のトラブルシューティングに関する追加の情報が
記載されています。
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• Auto Scaling グループのスケーリングアクティビティを検証する (p. 167)
• Amazon EC2 Auto Scaling コンソールでモニタリンググラフを表示する (p. 277)
• Auto Scaling インスタンスのヘルスチェック (p. 262)
• ライフサイクルフックの考慮事項と制限 (p. 203)
• ライフサイクルアクションを完了する (p. 214)
• Amazon VPC を使用して Auto Scaling インスタンスにネットワーク接続を提供する (p. 331)
• Auto Scaling グループからインスタンスを一時的に削除する (p. 251)
• Auto Scaling グループのスケーリングポリシーを無効化する (p. 168)
• Auto Scaling グループのプロセスを中断して再開する (p. 255)
• スケールイン中に終了する Auto Scaling インスタンスを制御する (p. 238)
• Auto Scaling インフラストラクチャを削除する (p. 120)
• Amazon EC2 Auto Scaling のクォータ (p. 11)
以下の AWS リソースも役に立ちます。
• 「AWS ナレッジセンター」の Amazon EC2 Auto Scaling トピック
• 「AWS Re: post」の Amazon EC2 Auto Scaling 関連の質問
• AWS コンピューティングブログの Amazon EC2 Auto Scaling 記事
• 「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の CloudFormation のトラブルシューティング
トラブルシューティングには、エキスパート、またはヘルパーコミュニティによる反復的な照会と検出
が必要になることがよくあります。このセクションにある提案事項を試しても問題が引き続き発生する
場合は、AWS Support に問い合わせるか (AWS Management Consoleで [Support] (サポート)、[Support
Center] (サポートセンター) の順にクリック)、Amazon EC2 Auto Scaling タグを使用して [AWS re:Post]
で質問してください。

Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティン
グする: EC2 インスタンス起動の失敗
このページでは、起動に失敗する EC2 インスタンスに関する情報、考えられる原因、問題を解決するため
に実行できるステップを提供します。
エラーメッセージを取得するには、「スケーリングアクティビティからのエラーメッセージを取得す
る (p. 375)」を参照してください。
EC2 インスタンスが起動に失敗する場合、以下のエラーメッセージが 1 つ以上表示される可能性がありま
す。
起動に関する問題
• リクエストされた設定は現在サポートされていません。 (p. 378)
• セキュリティグループ <セキュリティグループ名> は存在しません。EC2 インスタンスの起動に失敗
しました。 (p. 379)
• キーペア <お使いの EC2 インスタンスに関連付けられているキーペア> は存在しません。EC2 インス
タンスの起動に失敗しました。 (p. 379)
• リクエストされたアベイラビリティーゾーンはサポートされていません。リクエストを再実行してく
ださい。 (p. 379)
• リクエストされたインスタンスタイプ (<インスタンスタイプ>) は、リクエストされたアベイラビリ
ティーゾーン (<インスタンスのアベイラビリティーゾーン>) ではサポートされません。 (p. 380)
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• 設定したポットリクエスト料金 0.015 は、スポットリクエストに最低限必要な料金 0.0735 を下回って
います...。 (p. 380)
• デバイス名 <device name> が無効です/無効なデバイス名をアップロードしようとしています。EC2
インスタンスの起動に失敗しました。 (p. 380)
• パラメータ virtualName の値 (<インスタンスストレージのデバイスに関連付けられている名前>) は無
効です。 (p. 381)
• EBS ブロックデバイスマッピングはインスタンスストア AMI ではサポートされません。 (p. 381)
• プレイスメントグループは、タイプが 'm1.large' のインスタンスでは使用できません。EC2 インスタ
ンスの起動に失敗しました。 (p. 381)
• Client.InternalError: 起動時のクライアントエラー。 (p. 382)
• 現在、お客様がリクエストしたアベイラビリティゾーン内には、<instance type> の十分なキャパシ
ティーがありません... EC2 インスタンスの起動に失敗しました。 (p. 383)
• リクエストに適合した、使用可能なスポットキャパシティーはありません。EC2 インスタンスの起動
に失敗しました。 (p. 383)
• <インスタンス数> 個のインスタンスがすでに実行中です。EC2 インスタンスの起動に失敗しまし
た。 (p. 384)

リクエストされた設定は現在サポートされていませ
ん。
• 原因: 起動テンプレートまたは起動設定の一部のオプションにインスタンスタイプとの互換性がない、あ
るいは、リクエストされた AWS リージョンまたはアベイラビリティーゾーン内では、インスタンス設
定がサポートされていない可能性があります。
• 解決策:
別のインスタンス設定を試してください。要件に適合したインスタンスタイプを検索するには、
「Amazon EC2 Linux インスタンス用 ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスタイプの検索」
を参照してください。
この問題の詳細な解決方法については、下記を確認してください。
• 選択した AMI が、インスタンスタイプでサポートされたものであることを確認します。例えばインス
タンスタイプで、インテル Xeon プロセッサではなく、ARM ベースの AWS Graviton プロセッサを使
用している場合には、ARM 互換の AMI を使用する必要があります。
• リクエストしたリージョンとアベイラビリティーゾーンの中で、インスタンスタイプが利用可能であ
るかをテストします。最新世代のインスタンスタイプには、特定のリージョンまたはアベイラビリ
ティーゾーンではまだ利用できないものがあります。古い世代のインスタンスタイプについては、
新しいリージョンとアベイラビリティーゾーンで利用できない場合があります。場所 (リージョンま
たはアベイラビリティーゾーン) ごとに、利用可能なインスタンスタイプを検索するには、describeinstance-type-offerings コマンドを使用します。詳細については、「 Amazon EC2 Linux インスタンス
用ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスタイプの検索」を参照してください。
• ハードウェア専有インスタンスまたは Dedicated Hosts を使用する場合は、ハードウェア専有インス
タンスまたは Dedicated Hosts としてサポートされているインスタンスタイプを選択する必要があり
ます。
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セキュリティグループ <セキュリティグループ名> は存
在しません。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。

セキュリティグループ <セキュリティグループ名> は
存在しません。EC2 インスタンスの起動に失敗しまし
た。
• 原因: 起動テンプレートもしくは起動設定で指定されたセキュリティグループが、削除されている可能性
があります。
• 解決策:
1. describe-security-groups コマンドを使用して、アカウントに関連付けられているセキュリティグルー
プのリストを取得します。
2. リストから、使用するセキュリティグループを選択します。代わりに、セキュリティグループを作成
するには、create-security-group コマンドを使用します。
3. 新しい起動テンプレート、または起動設定を作成します。
4. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

キーペア <お使いの EC2 インスタンスに関連付けら
れているキーペア> は存在しません。EC2 インスタン
スの起動に失敗しました。
• 原因: インスタンスの起動時に使用されたキーペアが削除された可能性があります。
• 解決策:
1. describe-key-pairs コマンドを使用して、利用可能なキーペアのリストを取得します。
2. リストから、使用するキーペアを選択します。代わりに、キーペアを作成するには、create-key-pair
コマンドを使用します。
3. 新しい起動テンプレート、または起動設定を作成します。
4. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

リクエストされたアベイラビリティーゾーンはサポー
トされていません。リクエストを再実行してくださ
い。
• エラーメッセージ: The requested Availability Zone is no longer supported (リクエストされたアベイラビ
リティーゾーンのサポートは終了しています。) アベイラビリティーゾーンを指定しないか、<利用可能
なアベイラビリティーゾーンの一覧> から選択して、再試行します。EC2 インスタンスの起動に失敗し
ました。
• 原因: お使いの Auto Scaling グループに関連付けられているアベイラビリティーゾーンは、現在利用で
きない可能性があります。
• 解決策: エラーメッセージが提案する項目に従って Auto Scaling グループを更新してください。
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リクエストされたインスタンスタイプ (<イン
スタンスタイプ>) は、リクエストされたアベイ
ラビリティーゾーン (<インスタンスのアベイラ
ビリティーゾーン>) ではサポートされません。

リクエストされたインスタンスタイプ (<インスタン
スタイプ>) は、リクエストされたアベイラビリティー
ゾーン (<インスタンスのアベイラビリティーゾーン>)
ではサポートされません。
• エラーメッセージ: Your requested instance type (<instance type>) is not supported in your requested
Availability Zone (<instance Availability Zone>) (お客様がリクエストしたインスタンスタイプ (<instance
type>) は、ご指定のアベイラビリティーゾーン (<instance Availability Zone>) ではサポートされていま
せん) アベイラビリティーゾーンを指定しないか、<このインスタンスタイプをサポートするアベイラビ
リティーゾーンのリスト> から選択して、再試行します。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。
• 原因: 選択したインスタンスタイプは、ご使用の Auto Scaling グループで指定されているアベイラビリ
ティーゾーンでは、現在利用できない可能性があります。
• 解決策: エラーメッセージが提案する項目に従って Auto Scaling グループを更新してください。

設定したポットリクエスト料金 0.015 は、スポットリ
クエストに最低限必要な料金 0.0735 を下回っていま
す...。
• 原因: リクエストしたスポットの上限価格が、選択したインスタンスタイプでのスポット料金を下回って
います。
• 解決策: より高いスポット上限価格 (オンデマンド料金が利用できます) を指定して、新しいリクエスト
を送信します。以前は、支払うスポット料金は入札に基づいていました。現在は、その時点のスポット
料金が適用されます。上限価格を高く設定することで、要求されたキャパシティーを Amazon EC2 ス
ポットサービスが確保し、それを維持できる可能性を高められます。

デバイス名 <device name> が無効です/無効なデバイ
ス名をアップロードしようとしています。EC2 インス
タンスの起動に失敗しました。
• 原因 1: 起動テンプレートまたは起動設定のブロックデバイスマッピングに、利用が不可能な、または現
在サポートされていないブロックデバイス名が含まれている可能性があります。
• 解決策:
1. ご使用の具体的なインスタンス設定で、使用が可能なデバイス名を確認します。デバイスへの名前付
けの詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「Linux インスタン
ス上のデバイス名」を参照してください。
2. Auto Scaling グループには含まれない Amazon EC2 インスタンスを手動で作成して、問題を調査しま
す。ブロックデバイスの名前付けに関する設定と、Amazon マシンイメージ (AMI) にある名前とが競
合している場合、インスタンスは起動に失敗します。詳細については、「Amazon EC2 Linux インス
タンス用ユーザーガイド」の「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。
3. インスタンスが正常に起動したことを確認したら、describe-volumes コマンドを使用して、どのよう
にボリュームがインスタンスに公開されているかを確認します。
4. ボリュームの説明にリストされているデバイス名を使用して、新しい起動テンプレートもしくは起動
設定を作成します。
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パラメータ virtualName の値 (<インスタンスストレー
ジのデバイスに関連付けられている名前>) は無効です。

5. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

パラメータ virtualName の値 (<インスタンスストレー
ジのデバイスに関連付けられている名前>) は無効で
す。
• エラーメッセージ: Value (<name associated with the instance storage device>) for parameter
virtualName is invalid (パラメータ virtualName の値 (<name associated with the instance storage
device>) は無効です) 想定された形式: 'ephemeralNUMBER'。EC2 インスタンスの起動に失敗しまし
た。
• 原因: ブロックデバイスに関連付けられている仮想名の指定形式が正しくありません。
• 解決策:
1. virtualName パラメータでデバイス名を指定して、新しい起動テンプレートか起動設定を作成しま
す。デバイス名の形式については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「Linux
インスタンス上のデバイス名」を参照してください。
2. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

EBS ブロックデバイスマッピングはインスタンススト
ア AMI ではサポートされません。
• 原因: 起動テンプレートあるいは起動設定で指定されたブロックデバイスマッピングが、お使いのインス
タンスではサポートされていません。
• 解決策:
1. お使いのインスタンスタイプでサポートされるブロックデバイスマッピングを指定して、新しい起動
テンプレートか起動設定を作成します。詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユー
ザーガイド」の「ブロックデバイスマッピング」を参照してください。
2. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

プレイスメントグループは、タイプが 'm1.large' のイ
ンスタンスでは使用できません。EC2 インスタンスの
起動に失敗しました。
• 原因: お使いのクラスタープレイスメントグループに無効なインスタンスタイプが含まれています。
• 解決策:
1. プレイスメントグループでサポートされているインスタンスタイプについては、「Amazon EC2
Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「プレイスメントグループ」を参照してください。
2. 新しいプレイスメントグループを作成するには、「プレイスメントグループ」で説明している手順に
従います。
3. または、サポートされるインスタンスタイプを使用する、新しい起動テンプレートもしくは起動設定
を作成します。
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Client.InternalError: 起動時のクライアントエラー。

4. 新しいプレイスメントグループや新しい起動テンプレートまたは起動設定により、Auto Scaling グ
ループを更新するには、update-auto-scaling-group コマンドを使用します。

Client.InternalError: 起動時のクライアントエラー。
• 問題: Amazon EC2 Auto Scaling が、暗号化された EBS ボリュームが含まれるインスタンスの起動を試
みているものの、サービスにリンクされたロールからは、暗号化に使用されるカスタマーマネージドの
AWS KMS キーにアクセスできない。詳細については、「暗号化されたボリュームで使用するのに必要
な AWS KMS キーポリシー (p. 367)」を参照してください。
• 原因 1: 適切なサービスにリンクされたロールがカスタマーマネージドキーを使用するための、アクセス
許可を付与できるキーポリシーが必要です。
• 解決策 1: 次のように、サービスにリンクされたロールがカスタマーマネージドキーを使用することを許
可します。
1. この Auto Scaling グループで使用するサービスにリンクされたロールを決定します。
2. カスタマーマネージドキーのキーポリシーを更新して、サービスにリンクされたロールでカスタマー
マネージドキーが使用できるように許可します。
3. サービスにリンクされたロールを使用するため、Auto Scaling グループを更新します。
サービスにリンクされたロールにカスタマーマネージドキーの使用を許可するキーポリシーの例につい
ては、「例 1: カスタマー管理キーへのアクセスを許可するキーポリシーセクション (p. 369)」を参照し
てください。
• 原因 2: カスタマーマネージドキーと Auto Scaling グループが異なる AWS アカウント内にある場合は、
適切なサービスにリンクされたロールによるカスタマーマネージドキーの使用を許可をするために、そ
のカスタマーマネージドキーへのクロスアカウントアクセスを設定する必要があります。
• 解決策 2: 次のように、外部アカウントのサービスにリンクされたロールによる、ローカルアカウント内
のカスタマーマネージドキーの使用を許可します。
1. カスタマーマネージドキーのキーポリシーを更新して、Auto Scaling グループアカウントが、そのカ
スタマーマネージドキーにアクセスできるようにします。
2. グラントを作成できる Auto Scaling グループアカウント内の IAM ユーザーまたはロールを定義しま
す。
3. この Auto Scaling グループで使用するサービスにリンクされたロールを決定します。
4. 適切なサービスにリンクされたロールを付与対象プリンシパルとして、カスタマー管理キーに対する
グラントを作成します。
5. サービスにリンクされたロールを使用するため、Auto Scaling グループを更新します。
詳細については、「例 2: カスタマー管理キーへのクロスアカウントアクセスを許可するキーポリシーセ
クション (p. 370)」を参照してください。
• 解決策 3: Auto Scaling グループと同じ AWS アカウントにあるカスタマーマネージドキーを使用する
1. スナップショットをコピーし、Auto Scaling グループと同じアカウントに属する別のカスタマーマ
ネージドキーを使用して再暗号化を行います。
2. サービスにリンクされたロールに新しいカスタマーマネージドキーの使用を許可します。解決策 1 の
ステップを参照してください。
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現在、お客様がリクエストしたアベイラビリティゾーン
内には、<instance type> の十分なキャパシティーがあ
りません... EC2 インスタンスの起動に失敗しました。

現在、お客様がリクエストしたアベイラビリティゾー
ン内には、<instance type> の十分なキャパシティー
がありません... EC2 インスタンスの起動に失敗しまし
た。
• エラーメッセージ: We currently do not have sufficient <instance type> capacity in the Availability Zone
you requested (<requested Availability Zone>) (現在、リクエストされたアベイラビリティーゾーン
(<requested Availability Zone>) に、<instance type> の十分なキャパシティーがありません) 追加のキャ
パシティーをプロビジョニングする作業を進めます。現時点では、リクエストでアベイラビリティー
ゾーンを指定しないか、<このインスタンスタイプを現在サポートしているアベイラビリティーゾーンの
リスト> から選択することによって、<インスタンスタイプ> のキャパシティーを取得できます。EC2 イ
ンスタンスの起動に失敗しました。
• 原因: 現時点で Amazon EC2 は、リクエストされたアベイラビリティーゾーンで、お使いのインスタン
スタイプをサポートできません。
• 解決策:
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• 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。
• エラーメッセージの提案に従って、新しいリクエストを送信します。
• この新しいリクエストでは、インスタンス数を減らして送信します (これは後で増やすことができま
す)。

リクエストに適合した、使用可能なスポットキャパシ
ティーはありません。EC2 インスタンスの起動に失敗
しました。
• 原因: 現時点では、このスポットインスタンスのリクエストを満たすのに十分な空きキャパシティーがあ
りません。
• 解決策:
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• キャパシティーは頻繁に変化するので、数分間待ってください。スポットリクエストは、キャパシ
ティーが利用可能になるまで、継続して自動的に起動リクエストを発行します。キャパシティーが利
用可能になると、Amazon EC2 スポットサービスが、このスポットリクエストを処理します。
• ベストプラクティスとして、さまざまなインスタンスタイプのセットを使用することで、特定の単一
的なインスタンスタイプに依存することを防ぎます。スポットインスタンスを正常に使用するための
ベストプラクティスの一覧などの詳細については、「複数のインスタンスタイプと購入オプションを
使用する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照してください。
• この新しいリクエストでは、インスタンス数を減らして送信します (これは後で増やすことができま
す)。
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<インスタンス数> 個のインスタンスがすでに実行
中です。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。

<インスタンス数> 個のインスタンスがすでに実行中
です。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。
• 原因: 1 つのリージョンで起動できるインスタンスの合計数には制限があります。AWS アカウントを作
成するときに、リージョンごとに、実行できるインスタンスの数についてデフォルトの制限が設定され
ます。
• 解決策:
この問題を解決するには、以下の手順を実行します。
• 現在の制限がニーズに見合っていない場合は、リージョンごとにクォータの引き上げをリクエス
トできます。キーペアの詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「Amazon EC2 のサービスクォータ」を参照してください。
• この新しいリクエストでは、インスタンス数を減らして送信します (これは後で増やすことができま
す)。

Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティン
グする: AMI 問題
このページでは、AMI に関連する問題、考えられる原因、問題を解決するために実行できる手順に関する
情報を提供します。
エラーメッセージを取得するには、「スケーリングアクティビティからのエラーメッセージを取得す
る (p. 375)」を参照してください。
AMI に関する問題が原因で EC2 インスタンスの起動に失敗する場合、以下のエラーメッセージが 1 つ以
上表示される可能性があります。
AMI に関する問題
• AMI ID <お使いの AMI の ID> は存在しません。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。 (p. 384)
• AMI <AMI ID> は保留中のため実行できません。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。 (p. 385)
• パラメータ virtualName の値 (<AMI ID>) は無効です。 (p. 385)
• リクエストされたインスタンスタイプのアーキテクチャ（i386）は、ami-6622f00f（x86_64）のマニ
フェストのアーキテクチャと一致しません。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。 (p. 385)

AMI ID <お使いの AMI の ID> は存在しません。EC2
インスタンスの起動に失敗しました。
• 原因: 起動テンプレートもしくは起動設定の作成後に、AMI が削除された可能性があります。
• 解決策:
1. 有効な AMI を使用して、新しい起動テンプレートか起動設定を作成します。
2. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。
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AMI <AMI ID> は保留中のため実行できませ
ん。EC2 インスタンスの起動に失敗しました。

AMI <AMI ID> は保留中のため実行できません。EC2
インスタンスの起動に失敗しました。
• 原因: （実行中のインスタンスのスナップショットを取得するか、またはそのほかの方法で）AMI を作成
したばかりのため、まだ利用可能ではない可能性があります。
• 解決策: AMI が利用可能になるのを待ってから、起動テンプレートもしくは起動設定を作成する必要があ
ります。

パラメータ virtualName の値 (<AMI ID>) は無効です。
• 原因: 値が正しくありません。virtualName パラメータは、デバイスに関連付けられた仮想名を参照し
ます。
• 解決策:
1. virtualName パラメータに、お使いのインスタンスの仮想デバイス名を指定して、新しい起動テン
プレートもしくは起動設定を作成します。
2. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

リクエストされたインスタンスタイプのアーキテク
チャ（i386）は、ami-6622f00f（x86_64）のマニフェ
ストのアーキテクチャと一致しません。EC2 インスタ
ンスの起動に失敗しました。
• 原因: 起動テンプレートあるいは起動設定で指定されている InstanceType のアーキテクチャが、イ
メージのアーキテクチャと一致していません。
• 解決策:
1. リクエストされたインスタンスタイプのアーキテクチャと一致する AMI アーキテクチャを使用して、
新しい起動テンプレートあるいは起動設定を作成します。
2. update-auto-scaling-group コマンドにより、新しい起動テンプレートか起動設定を使用する、Auto
Scaling グループを更新します。

Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティン
グする: ロードバランサー問題
このページでは、Auto Scaling グループに関連付けられているロードバランサーが原因で発生する問題、
考えられる原因、問題を解決するために実行できるステップに関する情報を提供します。
エラーメッセージを取得するには、「スケーリングアクティビティからのエラーメッセージを取得す
る (p. 375)」を参照してください。
Auto Scaling グループに関連付けられているロードバランサーで発生する問題が原因で、EC2 インスタン
スが起動しない場合、以下のエラーメッセージのうち 1 つ以上が表示されることがあります。
ロードバランサーに関する問題
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1 つ以上のターゲットグループが見つかりませんでし
た。ロードバランサーの設定の確認が失敗しました。

• 1 つ以上のターゲットグループが見つかりませんでした。ロードバランサーの設定の確認が失敗しま
した。 (p. 386)
• Load Balancer <ご使用のロードバランサー> が見つかりません。ロードバランサーの設定の確認が失
敗しました。 (p. 386)
• <ロードバランサー名> という名前のアクティブなロードバランサーはありません。ロードバランサー
の設定の更新が失敗しました。 (p. 387)
• EC2 インスタンス <インスタンス ID> は VPC にありません。ロードバランサーの設定の更新が失敗し
ました。 (p. 387)
• EC2 インスタンス <インスタンス ID> は VPC にあります。ロードバランサーの設定の更新が失敗しま
した。 (p. 387)

Note
VPC Reachability Analyzer を使用して、Auto Scaling グループのインスタンスにロードバラン
サー経由でアクセスできるかどうかを確認することで、接続の問題をトラブルシューティングで
きます。Reachability Analyzer によって自動的に検出されるさまざまなネットワーク設定ミスの
問題については、「VPC Reachability Analyzer ユーザーガイド」の「VPC Reachability Analyzer
説明コード」を参照してください。

1 つ以上のターゲットグループが見つかりませんでし
た。ロードバランサーの設定の確認が失敗しました。
問題: Auto Scaling グループがインスタンスを起動すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling
グループに関連付けられた Elastic Load Balancing リソースが存在することを検証しようとします。ター
ゲットグループが見つからない場合、スケーリングアクティビティが失敗し、One or more target
groups not found. Validating load balancer configuration failed. というエラーが表
示されます。
原因 1: Auto Scaling グループにアタッチされているターゲットグループが削除されています。
解決策 1: Amazon EC2 Auto Scaling コンソールまたは detach-load-balancer-target-groups コマンドを使
用して、ターゲットグループを使用せず新しい Auto Scaling グループを作成するか、Auto Scaling グルー
プから未使用のターゲットグループを削除できます。
原因 2: ターゲットグループは存在しますが、Auto Scaling グループの作成時にターゲットグループ ARN
を指定しようとして問題が発生しました。リソースが正しい順序で作成されていません。
解決策 2: 新しい Auto Scaling グループを作成して、最後にターゲットグループを指定します。

Load Balancer <ご使用のロードバランサー> が見つか
りません。ロードバランサーの設定の確認が失敗しま
した。
問題: Auto Scaling グループがインスタンスを起動すると、Amazon EC2 Auto Scaling は、Auto Scaling グ
ループに関連付けられた Elastic Load Balancing リソースが存在することを検証しようとします。Classic
Load Balancer が見つからない場合、スケーリングアクティビティは失敗し、Cannot find Load
Balancer <your load balancer>. Validating load balancer configuration failed. と
いうエラーが表示されます。
原因 1: この Classic Load Balancer は削除されました。
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<ロードバランサー名> という名前のアクティ
ブなロードバランサーはありません。ロー
ドバランサーの設定の更新が失敗しました。
解決策 1: ロードバランサーを使用せず新しい Auto Scaling グループを作成するか、Amazon EC2 Auto
Scaling コンソールまたは detach-load-balancers コマンドを使用して、未使用のロードバランサーを Auto
Scaling グループから削除できます。

原因 2: Classic Load Balancer は存在しますが、Auto Scaling グループの作成時に、ロードバランサーの名
前を指定しようとして問題が発生しました。リソースが正しい順序で作成されていません。
解決策 2: 新しい Auto Scaling グループを作成する際は、最後にロードバランサーの名前を指定します。

<ロードバランサー名> という名前のアクティブな
ロードバランサーはありません。ロードバランサーの
設定の更新が失敗しました。
原因: 指定されたロードバランサーが削除された可能性があります。
解決策: 新しいロードバランサーを作成してから新たに Auto Scaling グループを作成する、またはロード
バランサーを指定せずに新しい Auto Scaling グループを作成します。

EC2 インスタンス <インスタンス ID> は VPC にあり
ません。ロードバランサーの設定の更新が失敗しまし
た。
原因: 指定されたインスタンスは VPC に存在しません。
解決策: インスタンスに関連付けられているロードバランサーを削除するか、新しい Auto Scaling グルー
プを作成します。

EC2 インスタンス <インスタンス ID> は VPC にあり
ます。ロードバランサーの設定の更新が失敗しまし
た。
原因: ロードバランサーが EC2-Classic 内にありますが、Auto Scaling グループは VPC 内にあります。
解決策: ロードバランサーと Auto Scaling グループを、同じネットワーク (EC2-Classic または VPC) に配
置します。

Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティン
グする: 起動テンプレート
次の情報を使用して、Auto Scaling グループの起動テンプレートを指定しようとする際に発生する可能性
のある一般的な問題を診断して修正します。
インスタンスを起動できない
すでに指定された起動テンプレートを使用してインスタンスを起動できない場合は、一般的なトラブル
シューティングについて以下を確認してください: Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティングす
る: EC2 インスタンス起動の失敗 (p. 377)。
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完全な形式の有効な起動テンプレート
を使用する必要があります (無効な値)

完全な形式の有効な起動テンプレートを使用する必要
があります (無効な値)
問題: Auto Scaling グループの起動テンプレートを指定しようとすると、You must use a valid
fully-formed launch template というエラーが表示されます。起動テンプレートの値は、起動テン
プレートを使用している Auto Scaling グループが作成または更新された場合にのみ検証されるため、この
エラーが発生する可能性があります
原因 1: You must use a valid fully-formed launch template エラーが発生した場
合、Amazon EC2 Auto Scaling が起動テンプレートを無効と見なす原因となる問題が存在します。これは
一般的なエラーで、いくつかの原因が考えられます。
解決策 1: 次のステップを実行して、トラブルシューティングを行います。
1. エラーメッセージの 2 つ目の部分に注目して、詳細を確認してください。You must use a valid
fully-formed launch template のエラーに続いて、対処する必要のある問題を特定する、より具
体的なエラーメッセージを参照してください。
2. 原因が見つからない場合は、RunInstances コマンドを使用して起動テンプレートをテストします。次の
例のように、--dry-run オプションを使用します。これにより問題を再現し、その原因に関するイン
サイトを提供します。
aws ec2 run-instances --launch-template LaunchTemplateName=my-template,Version='1' -dry-run

3. 値が有効でない場合は、指定された適切なリソースが存在することを確認してください。例え
ば、Amazon EC2 キーペアを指定する場合、リソースはアカウント内および Auto Scaling グループを作
成/更新しているリージョンに存在している必要があります。
4. 期待した情報がない場合は、設定を確認し、必要に応じて起動テンプレートを調整します。
5. 変更を加えたら、起動テンプレートが有効な値を使用していることを検証する --dry-run オプション
を使用して、RunInstances コマンドを再実行します。
詳細については、「Auto Scaling グループの起動テンプレートを作成する (p. 22)」を参照してください。

起動テンプレートを使用する権限がない (IAM アクセ
ス許可の不足)
問題: Auto Scaling グループの起動テンプレートを指定しようとすると、You are not authorized to
use launch template というエラーが表示されます。
原因 1: 起動テンプレートを使用しようとした際、それに十分なアクセス許可をIAM 認証情報が持っていな
い場合に、その起動テンプレートを使用する権限がないという旨のエラーが表示されます。
解決策 1: リクエストの作成に使用している IAM ユーザーに、必要な EC2 API アクション
(ec2:RunInstances など) を呼び出すためのアクセス許可が付与されていることを確認します。何らか
のタグを起動テンプレートで指定している場合は、ec2:CreateTags アクションを使用するためのアク
セス許可も必要です。
解決策 2: リクエストを行うために使用している IAM 認証情報に AmazonEC2FullAccess ポリシー
が割り当てられていることを確認します。この AWS マネージド型ポリシーは、Amazon EC2 Auto
Scaling、CloudWatch、Elastic Load Balancing など、すべての Amazon EC2 リソースと、その関連サービ
スへの完全なアクセスを付与します。
原因 2: 使用する起動テンプレートでインスタンスプロファイルを指定している場合は、そのインスタンス
プロファイルに関連付けられた IAM ロールを渡すために、IAM のアクセス許可が必要です。
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解決策 3: リクエストの作成に使用している IAM ユーザーに、指定されたロールを Amazon EC2 Auto
Scaling サービスに渡すための適切なアクセス許可が付与されていることを確認します。詳細については、
「Amazon EC2 インスタンスで実行中のアプリケーション用の IAM ロール (p. 365)」を参照してくださ
い。インスタンスプロファイルのトラブルシューティングに関連する他のトピックについては、「IAM
ユーザーガイド」の「IAM および Amazon EC2 のトラブルシューティング」を参照してください。
起動テンプレートの IAM アクセス許可を設定する方法の詳細については、「起動テンプレートのサポー
ト (p. 361)」を参照してください。

Amazon EC2 Auto Scaling をトラブルシューティン
グする: ヘルスチェック
このページでは、ヘルスチェックが原因で起きる EC2 インスタンスの終了に関する情報を提供します。そ
れについて考えられる原因や、問題の解決のための各ステップを説明します。
エラーメッセージを取得するには、「スケーリングアクティビティからのエラーメッセージを取得す
る (p. 375)」を参照してください。
ヘルスチェックの問題
• EC2 インスタンスのステータスチェックが失敗したことにより、インスタンスのサービスは停止され
ました。 (p. 389)
• EC2 でスケジュールされた再起動に応答して、インスタンスのサービスが停止される (p. 390)
• EC2 ヘルスチェックでインスタンスが終了または停止済みであることが検出され、インスタンスの
サービスが停止されてしまう (p. 390)
• ELB システムのヘルスチェックが障害を検出してインスタンスのサービスが停止される (p. 391)

Note
スケーリングのアクティビティが原因ではない場合を含め、Amazon EC2 Auto Scaling により
Auto Scaling グループ内のインスタンスが終了された際に、ユーザーは通知を受け取ることがで
きます。詳細については、「Auto Scaling グループのスケール時に Amazon SNS 通知を受け取
る (p. 281)」を参照してください。
以降のセクションでは、発生する可能性のある最も一般的なヘルスチェックエラーと、その原因
について説明します。ここにはない問題が発生した場合は、以下の AWS ナレッジセンターの記
事で、その他のトラブルシューティングについてのヘルプを参照してください。
• インスタンスが Amazon EC2 Auto Scaling により終了された理由は何ですか?
• 異常なインスタンスが Amazon EC2 Auto Scaling により終了されない理由は何ですか?

EC2 インスタンスのステータスチェックが失敗した
ことにより、インスタンスのサービスは停止されまし
た。
問題: Auto Scaling インスタンスで Amazon EC2 のステータスチェックが失敗します。
原因 1: 何らかの問題により、Auto Scaling グループ内のインスタンスが正常に機能していないと Amazon
EC2 が認識した場合、Amazon EC2 Auto Scaling はそのヘルスチェックの一環として、障害のあるインス
タンスを自動的に置き換えます。ステータスチェックは Amazon EC2 に組み込まれています。そのため、
無効にしたり、削除したりすることはできません。インスタンスのステータスチェックが失敗した場合、
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EC2 でスケジュールされた再起動に応答し
て、インスタンスのサービスが停止される

通常は、アプリケーションで問題が発生しなくなるまで、ご自身の手でインスタンス設定を変更すること
で、その問題に対処する必要があります。
解決策 1: この問題を解決するには、以下のステップを実行します。
1. Auto Scaling グループには含まれない Amazon EC2 インスタンスを手動で作成して、問題を調査しま
す。障害のあるインスタンスの調査に関する一般的なヘルプについては、「Amazon EC2 Linux インス
タンス用ユーザーガイド」の「ステータスチェックに失敗したインスタンスのトラブルシューティン
グ」、ならびに、「Amazon EC2 Windows インスタンス用ユーザーガイド」の「EC2 Windows インス
タンスのトラブルシューティング」を参照してください。
2. インスタンスが起動に成功し、正常に機能していることを確認したら、エラーのない新しいインスタン
ス設定を Auto Scaling グループにデプロイします。
3. AWS アカウントへの課金が継続されないよう、作成したインスタンスを削除します。
原因 2: ヘルスチェックの猶予期間とインスタンスのスタートアップ時間の間に不一致があります。
解決策 2: Auto Scaling グループのヘルスチェック猶予期間を、アプリケーションに対して適切な値に修正
します。Auto Scaling グループで起動されるインスタンスには、ヘルスチェックの置き換えによる早期終
了を防ぐために、十分なウォームアップ時間 (猶予期間) が必要です。詳細については、「Auto Scaling グ
ループにヘルスチェックの猶予期間を設定する (p. 267)」を参照してください。

EC2 でスケジュールされた再起動に応答して、インス
タンスのサービスが停止される
問題: スケジュールされたイベントがインスタンスの問題を示すときにAuto Scaling インスタンスが置き換
えられます。
原因: Amazon EC2 Auto Scaling は、将来にスケジュールされているメンテナンスまたは廃止イベントでイ
ンスタンスを置き換えます。
解決策: これらのイベントは頻繁には発生しません。終了処理中のインスタンス、または起動中のインス
タンスで何かを実行する必要がある場合は、ライフサイクルフックを使用することができます。これら
のフックを使用すると、Amazon EC2 Auto Scaling がインスタンスを起動または終了する時点で、カス
タムアクションを実行できます。詳細については、「Amazon EC2 Auto Scaling のライフサイクルフッ
ク (p. 202)」を参照してください。
スケジュールされたイベントによるインスタンスの置き換えを行いたくない場合は、Auto Scaling グルー
プに対するヘルスチェックプロセスを停止できます。詳細については、「Auto Scaling グループのプロセ
スを中断して再開する (p. 255)」を参照してください。

EC2 ヘルスチェックでインスタンスが終了または停止
済みであることが検出され、インスタンスのサービス
が停止されてしまう
問題: 停止、再起動、または終了した Auto Scaling インスタンスは置き換えられます。
原因 1: ユーザーが手動で、インスタンスを停止、再起動、または終了しています。
解決策 1: ユーザーがインスタンスを手動で停止、再起動、または終了したためにヘルスチェックが失敗
するのは、Amazon EC2 Auto Scaling ヘルスチェックの仕組みによるものです。インスタンスは正常に機
能しており、到達が可能な必要があります。Auto Scaling グループ内のインスタンスを再起動する必要が
ある場合は、まずインスタンスをスタンバイ状態にすることをお勧めします。詳細については、「Auto
Scaling グループからインスタンスを一時的に削除する (p. 251)」を参照してください。
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インスタンスを手動で終了する場合は、終了ライフサイクルフックと Elastic Load Balancing の登録解除
(および Connection Draining) を、インスタンスが実際に終了する前に完了しておく必要があります。
原因 2: Amazon EC2 Auto Scaling は、Amazon EC2 スポットサービスがインスタンスを中断した後、ス
ポットインスタンスの置き換えを試みます。これは、スポット料金がお客様の上限価格を超えるか、また
はキャパシティーが使用できなくなるためです。
解決策 2: 特定の時点で要求を満たせるだけのスポットインスタンスが存在するという保証はありません。
ただし、以下を試すことができます。
• より高いスポット上限価格を設定します (オンデマンド料金が利用できます)。上限価格を高く設定する
ことで、要求されたキャパシティーを Amazon EC2 スポットサービスが確保し、それを維持できる可能
性を高められます。
• 複数のアベイラビリティーゾーンで複数のインスタンスタイプを実行することで、より多くの異なる
キャパシティプールからインスタンスを起動できるようにします。詳細については、「複数のインスタ
ンスタイプと購入オプションを使用する Auto Scaling グループ (p. 53)」を参照してください。
• 複数のインスタンスタイプを使用する場合は、キャパシティーの再調整機能を有効にすることも考慮し
てください。この機能は、実行中のインスタンスが終了する前に Amazon EC2 スポットサービスで、新
しいスポットインスタンスを起動させたい場合に便利です。詳細については、「キャパシティーの再調
整を使用して Amazon EC2 スポットの中断に対処する (p. 286)」を参照してください。

ELB システムのヘルスチェックが障害を検出してイン
スタンスのサービスが停止される
問題: Auto Scaling インスタンスが EC2 ステータスチェックに合格する場合があります。ただし、Auto
Scaling グループが登録されている、ターゲットグループや Classic Load Balancer に対するElastic Load
Balancing のヘルスチェックで失敗する可能性があります。
原因: Auto Scaling グループが Elastic Load Balancing によって提供されるヘルスチェックに依存してい
る場合、Amazon EC2 Auto Scaling は、EC2 のステータスチェックと Elastic Load Balancing による ヘ
ルスチェック両方の結果を確認することで、インスタンスのヘルスステータスを判断します。ロードバ
ランサーは、各インスタンスにリクエストを送信して正しい応答を待つか、インスタンスとの接続の確
立を試みることで、ヘルスチェックを実行します。インスタンスで実行するアプリケーションに問題が
あり、ロードバランサーがそのインスタンスを停止中と判断する場合、そのインスタンスは Elastic Load
Balancing のヘルスチェックに失敗する場合があります。詳細については、「Auto Scaling グループに
Elastic Load Balancing ヘルスチェックを追加する (p. 303)」を参照してください。
解決策 1Elastic Load Balancing のヘルスチェックに合格するには:
• ロードバランサーで予期される成功コードを記録し、成功時にアプリケーションがそれらのコードを返
すかを見て、適切な設定が行われていることを確認します。
• ロードバランサーと Auto Scaling グループのセキュリティグループでの設定が適切であることを確認し
ます。
• ターゲットグループのヘルスチェックにおいて、適切な設定が行われていることを確認します。ロード
バランサーのヘルスチェック設定は、ターゲットグループごとに定義します。
• インスタンス上のアプリケーションがライフサイクルフックの終了時にロードバランサーに登録さ
れる前に、そのアプリケーションでトラフィックを受け入れる準備ができていることを確認するため
に、Auto Scaling グループに起動ライフサイクルフックを追加することも検討してください。
• 新たに起動したインスタンスが正常であると Elastic Load Balancing が認識するために必要な、連続し
た正常なチェック結果の数を獲得するのに十分な時間に、Auto Scaling グループのヘルスチェック猶予
期間を設定します。
• ロードバランサーが Auto Scaling グループと同じアベイラビリティーゾーンに構成されていることを確
認します。
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ELB システムのヘルスチェックが障害を検
出してインスタンスのサービスが停止される

詳細については、次のトピックを参照してください。
• Application Load Balancerのユーザーガイドの「ターゲットグループのヘルスチェック」
• Network Load Balancer のユーザーガイドの「ターゲットグループのヘルスチェック」
• Gateway Load Balancer のユーザーガイドの「ターゲットグループのヘルスチェック」
• Classic Load Balancer のユーザーガイドの「Configure health checks for your Classic Load Balancer
(Classic Load Balancer のヘルスチェックを設定する)」を参照してください。
解決策 2: Auto Scaling グループを更新して、Elastic Load Balancing のヘルスチェックを無効にします。
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Amazon EC2 Auto Scaling リソース
このサービスを利用する際に役立つ関連リソースは次のとおりです。
• Amazon EC2: Linux インスタンスへの接続 – Linux インスタンスを起動して、それに接続する方法につ
いて説明します。
• Amazon EC2: Windows インスタンスに接続する – Windows インスタンスを起動してそれに接続する方
法について説明します。
• CloudWatch: AWS の予想請求額をモニタリングする請求アラームの作成料金 – CloudWatch を使用して
予想請求額をモニタリングする方法について説明します。
Amazon Web Services の詳細を参照するために、以下の追加リソースを利用できます。
• クラスとワークショップ － AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得られる、ジョブ別の特別コースと
セルフペースラボへのリンクです。
• AWS デベロッパーセンター – チュートリアルを参照し、ツールをダウンロードして、AWS デベロッ
パーイベントについて学ぶことができます。
• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションの開発と管理のためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。
• ご利用開始のためのリソースセンター – AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニティ
に参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法について学びます。
• ハンズオンチュートリアル – AWS で最初のアプリケーションを起動するためのステップバイステップ
チュートリアルです。
• AWS ホワイトペーパー - アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックをカバー
し、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートによって書かれた、技術的な AWS ホ
ワイトペーパーの包括的なリストへのリンクです。
• AWS Support センター - AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。
• AWS Support - AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド上のアプリケーション
の構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能します。
• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。
• AWS サイトの利用規約 - 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、およびその他のトピックに関する詳細情報です。
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ドキュメント履歴
次の表は、2018 年 7 月以降の Amazon EC2 Auto Scaling ドキュメントへの重要な追加項目をまとめたも
のです。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。
変更

説明

日付

アジアパシフィック (ジャカルタ) アジアパシフィック (ジャカル
リージョンでの予測スケーリン
タ) リージョンで予測スケーリ
グのサポート (p. 394)
ングポリシーを作成できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling の予測スケー
リング」を参照してください。

2022 年 10 月 13 日

コンソールでの予測スケーリン
グのためのカスタムメトリクス
に対するサポート (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling コン
ソールから予測スケーリングポ
リシーを作成するときに、カス
タムメトリクスを使用できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling の予測スケー
リング」を参照してください。

2022 年 10 月 13 日

予測スケーリングメトリク
スの CloudWatch モニタリン
グ (p. 394)

CloudWatch を使用して、予測
2022 年 7 月 7 日
スケーリングのデータをモニ
タリングできるようになりまし
た。これにより、Metric Math
を使用して、予測データの精
度を表示する新しい時系列を作
成できます。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Monitor
predictive scaling metrics with
CloudWatch」(CloudWatch によ
る予測スケーリングメトリクスの
モニタリング) を参照してくださ
い。

アジアパシフィック (大阪) リー
ジョンでの予測スケーリングの
サポート (p. 394)

アジアパシフィック (大阪) リー
2022 年 7 月 6 日
ジョンで予測スケーリングポリ
シーを作成できるようになりまし
た。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガ
イド」の「Amazon EC2 Auto
Scaling の予測スケーリング」を
参照してください。

ウォームプール休止状態を
サポートするリージョンの追
加 (p. 394)

アフリカ (ケープタウン)、アジ
2022 年 7 月 5 日
アパシフィック (ジャカルタ)、ア
ジアパシフィック (大阪)、欧州
(ミラノ) の 4 つのリージョンで
ウォームプール内のインスタンス
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を休止できるようになりました。
ウォームプールの詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling のウォーム
プール」を参照してください。
ヘルスチェックに対する更
新 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling は、
2022 年 5 月 21 日
ヘルスチェックを実行するとき
に、一時的な問題や誤設定され
たヘルスチェックが原因で発生
する可能性があるダウンタイム
を最小限に抑えることができる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling によってダウ
ンタイムが最小限に抑えられる仕
組み」を参照してください。

インスタンスのデフォルト
ウォームアップ (p. 394)

インスタンスのデフォルトウォー 2022 年 4 月 19 日
ムアップを有効にすることによっ
て、Auto Scaling グループのすべ
てのウォームアップ設定とクー
ルダウン設定を統一し、継続的
にスケールするスケーリングポ
リシーのパフォーマンスを最適
化できるようになりました。詳
細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Auto Scaling グループに対する
インスタンスのデフォルトウォー
ムアップを設定する」を参照して
ください。

ガイドの変更点 (p. 394)

AWS の他のサービスとの統合
に関する新しい章がガイドに
追加されました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling と統合された
AWS のサービス」を参照してく
ださい。

IAM サービスリンクロール許可
に対する更新 (p. 394)

2022 年 3 月 28 日
AutoScalingServiceRolePolicy
ポリシーが、Amazon EC2 Auto
Scaling に追加の読み取り許可を
付与するようになりました。詳
細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scaling 用
の AWS マネージドポリシー」を
参照してください。
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インスタンスメタデータがター
ゲットライフサイクルステータ
スを提供 (p. 394)

インスタンスメタデータから
2022 年 3 月 24 日
Auto Scaling インスタンスの
ターゲットライフサイクル状態
を取得できます。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「インスタン
スメタデータを使用してターゲッ
トライフサイクル状態を取得す
る」を参照してください。

新しいウォームプール機能をサ
ポート (p. 394)

ウォームプール内のインスタン
2022 年 2 月 24 日
スを休止して、メモリコンテン
ツ (RAM) を削除せずにインスタ
ンスを停止できるようになりま
した。また、後で必要になるイ
ンスタンス容量を常に終了する
代わりに、スケールイン時にイン
スタンスをウォームプールに戻す
こともできるようになりました。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scaling の
ウオームプール」を参照してくだ
さい。

ガイドの変更点 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling コン
2022 年 2 月 3 日
ソールが追加オプションととも
に更新され、スキップマッチン
グを有効化し、希望する設定を指
定して、インスタンスの更新を開
始できるようになりました。詳細
については、Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドのインス
タンスの更新のスタートまたは
キャンセル (コンソール)を参照し
てください。

予測スケーリングポリシーのカ
スタムメトリクス (p. 394)

予測スケーリングポリシーを作
2021 年 11 月 24 日
成する際に、カスタムメトリク
スの使用を選択できるようにな
りました。メトリクスの数式を
使用して、ポリシーに含めるメ
トリクスをさらにカスタマイズ
することもできます。詳細につ
いては、「Advanced predictive
scaling policy configurations
using custom metrics」(カスタム
メトリクスを使用した高度な予測
スケーリングポリシーの設定) を
参照してください。

396

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド

新しいオンデマンド配分戦
略 (p. 394)

混合インスタンスポリシーを使
2021 年 10 月 27 日
用する Auto Scaling グループを
作成する際に、価格に基づくオ
ンデマンドインスタンスの起動
(最低価格のインスタンスタイプ
が最初に起動) を選択できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「配分戦略」
を参照してください。

属性ベースのインスタンスタイ
プの選択 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling で
2021 年 10 月 27 日
は、属性ベースのインスタンス
タイプの選択をサポートするよ
うになりました。インスタンス
タイプを手動で選択するのではな
く、インスタンス要件を vCPU、
メモリ、ストレージなどの一連
の属性として表現できます。詳
細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Creating an Auto Scaling group
using attribute-based instance
type selection」(属性ベースのイ
ンスタンスタイプの選択を使用し
た Auto Scaling グループの作成)
を参照してください。

タグによるグループのフィルタ
リングのサポート (p. 394)

2021 年 10 月 14 日
describe-auto-scalinggroups コマンドを使用して
Auto Scaling グループに関する情
報を取得する際に、タグフィル
ターを使用して Auto Scaling グ
ループをフィルタリングできる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Use tags
to filter Auto Scaling groups」
(タグを使用した Auto Scaling グ
ループのフィルタリング) を参照
してください。

ガイドの変更点 (p. 394)

AWS Lambda でのカスタム終
2021 年 10 月 14 日
了ポリシーの作成に役立つよう
に、Amazon EC2 Auto Scaling
コンソールが更新されました。
コンソールのドキュメントも、
それに応じて改訂されました。詳
細については、「Using different
termination policies (console)」
(異なる終了ポリシーを使用する
(コンソール)) を参照してくださ
い。
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起動設定を起動テンプ
レートへコピーするための
Support (p. 394)

これで、AWSリージョンを
2021 年 8 月 9 日
Amazon EC2 Auto Scaling コン
ソールからリージョン内のすべ
ての起動設定を新しい起動テン
プレートのコピーができます。
詳細については、Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイドの
「起動設定を起動テンプレートに
コピー」を参照してください。

インスタンスの更新機能を拡
張 (p. 394)

2021 年 8 月 5 日
希望する設定をstartinstance-refreshコマンドに
追加することで、起動テンプレー
トの新しいバージョンなど、アッ
プデートを含むことができるよ
うになりました。スキップマッ
チングを有効にすることで、す
でに希望の設定があるインスタ
ンスの置き換えをスキップする
こともできます。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「インスタ
ンスの更新に基づく Auto Scaling
インスタンスの置き換え」を参照
してください。

カスタム終了ポリシーの
Support (p. 394)

AWS Lambdaで、カスタム終
2021 年 7 月 29 日
了ポリシーを作成できるように
なりました。詳細については、
「Lambda を使用したカスタム終
了ポリシーの作成」を参照してく
ださい。それに伴い、終了 ポリ
シーを指定するためのドキュメン
トが更新されました。

ガイドの変更点 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling コン
2021 年 6 月 3 日
ソールが更新され、機能が追加
して拡張され、タイムゾーンを指
定したスケジュールアクションを
作成できるようになりました。そ
れに応じてスケジュールされたス
ケーリングのドキュメントが改訂
されました。

起動設定の gp3 ボリュー
ム (p. 394)

起動設定のブロックデバイス
2021 年 6 月 2 日
マッピングで gp3 ボリュームを
指定することができるようになり
ました。
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予測スケーリングの
Support (p. 394)

予測スケーリングを使用して ス
2021 年 5 月 19 日
ケーリング ポリシーを使用す
る、Amazon EC2 Auto Scaling
グループを事前にスケールで
きるようになりました。詳細
については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」
の「Amazon EC2 Auto Scaling
の予測スケーリング」を参
照してください。今回の更新
で、AutoScalingServiceRolePolicy
マネージドポリシー
にcloudwatch:GetMetricDataAPI
アクションを呼び出す許可が含ま
れるようになりました。

ガイドの変更点 (p. 394)

GitHub からライフサイクルフッ 2021 年 4 月 9 日
クのサンプルテンプレートにアク
セスができるようになりました。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scaling の
ライフサイクルフック」を参照し
てください。

ウォームプールの
Support (p. 394)

Auto Scaling グループにウォー
2021 年 4 月 8 日
ムプールを追加することで、初
回の起動時間の長いアプリケー
ションのパフォーマンス（コー
ルドスタートを最小限にする）
とコスト（インスタンスキャパ
シティーのオーバー-プロビジョ
ニングを停止）のバランスをとる
ことができるようになりました。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scaling の
ウオームプール」を参照してくだ
さい。

チェックポイントの
Support (p. 394)

インスタンスの更新にチェックポ 2021 年 3 月 18 日
イントを追加して、インスタンス
を段階的に置き換え、特定のポイ
ントでインスタンスの検証を実行
できるようになりました。詳細に
ついては、「Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド」の「イ
ンスタンスの更新へのチェックポ
イントの追加」を参照してくださ
い。
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ガイドの変更点 (p. 394)

EventBridge を Amazon EC2
2021 年 3 月 18 日
Auto Scaling イベントおよびライ
フサイクルフックで使用するた
めのドキュメントが改善されまし
た。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」のEventBridge での Amazon
EC2 Auto Scaling の使用およ
びチュートリアル:Lambda 関数
を呼び出すライフサイクルフック
の設定を参照してください。

「ローカルタイムゾーンの
Support (p. 394)」

2021 年 3 月 9 日
--time-zoneオプションをputscheduled-update-group-actionコ
マンドに追加することで、ロー
カルタイムゾーンで定期的にス
ケジュールされたアクションを作
成できるようになりました。タイ
ムゾーンが夏時間 (DST) を遵守
している場合、定期的なアクショ
ンは自動的に夏時間に調整されま
す。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」の「Scheduled scaling（ス
ケジュールされたスケーリン
グ）」を参照してください。

混合インスタンスポリシーの機
能を拡張 (p. 394)

混合インスタンスポリシーを使
2021 年 3 月 8 日
用する場合に、スポットキャ
パシティーのインスタンスタイ
プを優先できるようになりまし
た。Amazon EC2 Auto Scaling
は、ベストエフォートベースで
優先順位を履行しようとします
が、まずはキャパシティーに合わ
せて最適化します。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「複数のイン
スタンスタイプと購入オプション
を使用する Auto Scaling グルー
プ」を参照してください。

削除されたグループのアクティ
ビティをスケーリング (p. 394)

--include-deleted-groups 2021 年 2 月 23 日
オプションを describe-scalingactivities コマンドを追加するこ
とによって、削除された Auto
Scaling グループのスケーリング
アクティビティを表示できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling のトラブル
シューティング」を参照してくだ
さい。
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コンソールの改善 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling コ
2020 年 11 月 24 日
ンソールから Application Load
Balancer または Network Load
Balancer を作成および添付で
きるようになりました。詳細
については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scaling コ
ンソールを使用して、Application
Load Balancer またはNetwork
Load Balancerを設定します。」
を参照してください。

「複数のネットワークインター
フェイス (p. 394)」

複数のネットワークインターフェ 2020 年 11 月 23 日
イスを指定する Auto Scaling グ
ループの起動テンプレートを設定
できるようになりました。詳細に
ついては、「VPCのネットワー
クインターフェイス」を参照して
ください。

複数の起動テンプレー
ト (p. 394)

Auto Scaling グループで複数の起 2020 年 11 月 19 日
動テンプレートを使用できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「インスタン
スタイプに異なる起動テンプレー
トを指定する」を参照してくださ
い。

Gateway Load
Balancer (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling に
2020 年 11 月 10 日
よって起動されたアプライアンス
インスタンスが自動的にメンバー
となり、ロードバランサー から
登録解除されるように、ゲート
ウェイ ロードバランサーを Auto
Scaling グループに添付する方
法を示すガイドが更新されまし
た。詳細については、「 Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」の「Elastic Load Balancing
タイプ」と「ロードバランサーを
Auto Scaling グループへ添付」を
参照してください。

最大インスタンス有効期
間 (p. 394)

インスタンスの最大有効期間を 1 2020 年 11 月 9 日
日 (86400 秒) に減らすことがで
きるようになりました。詳細に
ついては、「Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド」の「最
大インスタンス有効期間に基づい
た Auto Scaling インスタンスの
置き換え」を参照してください。
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キャパシティーの再調
整 (p. 394)

Amazon EC2 がリバランス レ
2020 年 11 月 4 日
コメンデーションを発行したと
きに、代わりのスポットインス
タンスを起動するようにAuto
Scaling グループを設定できま
す。詳細については、Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ドの Amazon EC2 Auto Scaling
キャパシティーの再調整を参照し
てください。

「インスタンス メタデータ サー
ビス バージョン 2 (p. 394)」

起動設定を使用するときに、イン 2020 年 7 月 28 日
スタンスメタデータのリクエスト
に、セッション志向な方法である
インスタンス メタデータサービ
ス バージョン 2の使用を要求す
ることができます。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「インスタン
スメタデータオプションの設定」
を参照してください。

ガイドの変更点 (p. 394)

スケールイン中の Auto Scaling
2020 年 7 月 28 日
インスタンス終了を制御、Auto
Scaling インスタンスおよびグ
ループのモニタリング,起動テン
プレート, およびAmazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイドの起
動設定セクションにおけるさまざ
まな改善点と新しいコンソール手
順。

インスタンスの更新 (p. 394)

設定を変更したときに、イン
2020 年 6 月 16 日
スタンスの更新をスタートし
て、Auto Scaling グループ内のす
べてのインスタンスを更新しま
す。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」の「インスタンスの更新に
基づく Auto Scaling インスタン
スの置き換え」を参照してくださ
い。

ガイドの変更点 (p. 394)

インスタンスの最大有効期間に
2020 年 5 月 6 日
基づいた Auto Scaling インスタ
ンスの置き換え,複数のインス
タンスタイプと購入オプション
を使用する Auto Scaling グルー
プ,Amazon SQS に基づくスケー
リング, およびAmazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドのAuto
Scaling グループとインスタンス
のタグ付けにおけるさまざまな改
善点。
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ガイドの変更点 (p. 394)

IAM ドキュメントに対するさ
2020 年 3 月 4 日
まざまな改善点。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「起動テ
ンプレートのSupport」および
「Amazon EC2 Auto Scaling の
アイデンティティ ベースのポリ
シーの例」を参照してください。

スケーリングポリシーの無効
化 (p. 394)

スケーリングポリシーを無効化
2020 年 2 月 18 日
して、再有効化することができる
ようになりました。この機能を使
用すると、設定の詳細を保持しな
がら、スケーリングポリシーを一
時的に無効化して、後でポリシー
を再有効化することができます。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Auto Scaling グループのスケー
リング ポリシーの無効化」を参
照してください。

通知機能の追加 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling で
2020 年 2 月 12 日
は、セキュリティグループま
たは起動テンプレートがない
ために Auto Scaling グループ
がスケールアウトできないとき
に、AWS Health Dashboard に
イベントを送信するようにな
りました。詳細については、
「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「AWS
Health DashboardAmazon EC2
Auto Scalingの 通知」を参照して
ください。

ガイドの変更点 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling の
2020 年 2 月 10 日
IAM を使っての働き,Amazon
EC2 Auto Scaling の アイデン
ティティ ベースのポリシーの
例,暗号化されたボリュームに
使用する必須の CMK キーポリ
シー, およびAmazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイドのAuto
Scaling インスタンスおよびグ
ループのモニタリングのセクショ
ンにおけるさまざまな改善点と修
正点。
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ガイドの変更点 (p. 394)

インスタンスの重み付けを使用
2020 年 2 月 6 日
する Auto Scaling グループのド
キュメントが改善されました。
「キャパシティーユニット」を
使用して希望するキャパシティー
を測定するときに、スケーリン
グポリシーを使用する方法につ
いて説明します。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」のスケーリング
ポリシーのしくみおよびスケーリ
ング調整タイプを参照してくださ
い。

新しい「セキュリティ」
章 (p. 394)

「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の新しい「セ
キュリティ」の章は、Amazon
EC2 Auto Scaling を使用する際
の責任共有モデルの適用方法を
理解するのに役立ちます。この
更新のパートとして、ユーザー
ガイドの章「Amazon EC2 Auto
Scaling リソースに対するアクセ
スのコントロール」が、新しく
より役立つセクション「Amazon
EC2 Auto Scaling の Identity and
Access Management」に置き換
えられました。

インスタンスタイプに関する推
奨事項 (p. 394)

AWS Compute Optimizer から、 2019 年 12 月 3 日
パフォーマンスの向上、コスト
の削減、またはその両方に役立
つ、Amazon EC2 インスタンス
に関する推奨事項が得られます。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「インスタンスタイプに関する推
奨事項の取得」を参照してくださ
い。

Dedicated Hosts およびホストリ
ソースグループ (p. 394)

ホストリソースグループを指定
2019 年 12 月 3 日
する起動テンプレートの作成方法
を示すガイドを更新しました。こ
れにより、Dedicated Hosts で使
用する BYOL AMI を指定する起
動テンプレートを使用して Auto
Scaling グループを作成できま
す。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」の「Auto Scaling グループの
起動テンプレートの作成」を参照
してください。
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Amazon VPC エンドポイントの
サポート (p. 394)

これで、VPC と Amazon EC2
2019 年 11 月 22 日
Auto Scaling との間でプライ
ベート接続を確立できます。詳
細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon EC2 Auto Scalingとイ
ンターフェースVPC エンドポイ
ント」を参照してください。

最大インスタンス有効期
間 (p. 394)

インスタンスが稼働できる最大
2019 年 11 月 19 日
時間を指定することにより、イ
ンスタンスを自動的に置き換える
ことができるようになりました。
インスタンスがこの制限に近づ
いてくれば、Amazon EC2 Auto
Scaling は段階的にそれらのイン
スタンスを置き換えます。詳細に
ついては、「Amazon EC2 Auto
Scaling ユーザーガイド」の「最
大インスタンス有効期間に基づい
た Auto Scaling インスタンスの
置き換え」を参照してください。

インスタンスの重み付
け (p. 394)

複数のインスタンスタイプを含
2019 年 11 月 19 日
む Auto Scaling グループの場
合、オプションで、各インスタ
ンス タイプからグループのキャ
パシティーに割り当てるキャパ
シティーの単位数を定義できる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「Amazon
EC2 Auto Scaling のインスタン
スの重み付け」を参照してくださ
い。

インスタンスタイプの最小
数 (p. 394)

スポット、オンデマンド、リザー 2019 年 9 月 16 日
ブドインスタンスのグループに、
追加のインスタンスタイプを指定
する必要がなくなりました。すべ
ての Auto Scaling グループで、
インスタンスタイプの最小値が
1 つになりました。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「複数のイン
スタンスタイプと購入オプション
を使用する Auto Scaling グルー
プ」を参照してください。
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新しいスポット配分戦略のサ
ポート (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling は、
2019 年 8 月 12 日
使用可能なスポットキャパシ
ティーに基づいてオプションで選
択された最適なスポットインスタ
ンス プールを使用してリクエス
トを満たす、新しいスポット配分
戦略「キャパシティー最適化」を
サポートするようになりました。
詳細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「複数のインスタンスタイプと
購入オプションを使用する Auto
Scaling グループ」を参照してく
ださい。

ガイドの変更点 (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling ド
2019 年 8 月 1 日
キュメントの「サービスにリンク
されたロール」および「暗号化さ
れたボリュームで使用するのに必
須の CMK キーポリシー」トピッ
クを改善しました。

タグ付け強化のサポー
ト (p. 394)

Amazon EC2 Auto Scaling で
2019 年 7 月 26 日
は、インスタンスを起動する
同じ API コールのパートとし
て、Amazon EC2 インスタンス
にタグを追加するようになりま
した。詳細については、「Auto
Scaling Group とインスタンスの
タグ付け」を参照してください。

ガイドの変更点 (p. 394)

「スケーリング プロセスの中断
2019 年 6 月 13 日
と再開」トピックのAmazon EC2
Auto Scaling ドキュメントを改
善しました。「カスタマー マ
ネージド ポリシーの例」を更新
し、ユーザーが特定のカスタム
サフィックスのサービスリンクさ
れたロールのみを Amazon EC2
Auto Scaling に渡すことができる
ポリシーの例が含まれています。

新しい Amazon EBS 機能のサ
ポート (p. 394)

起動テンプレートのトピックに
2019 年 5 月 13 日
新しい Amazon EBS 機能のサ
ポートを追加しました。スナップ
ショットからの復元中に EBS ボ
リュームの暗号化状態を変更しま
す。詳細については、「Amazon
EC2 Auto Scaling ユーザーガイ
ド」の「Auto Scaling グループの
起動テンプレートの作成」を参照
してください。
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ガイドの変更点 (p. 394)

以下のセクションの Amazon
2019 年 3 月 12 日
EC2 Auto Scaling ドキュメント
が改善: 「スケールイン中に終了
する Auto Scaling インスタンス
の制御」、「Auto Scaling グルー
プ」、「複数のインスタンスタ
イプと購入オプションを使用す
る Auto Scaling グループ」、 お
よび「Amazon EC2 Auto Scaling
の動的スケーリング」。

インスタンスタイプと購入オプ
ションの組み合わせのサポー
ト (p. 394)

1 つの Auto Scaling グループ内
2018 年 11 月 13 日
で、購入オプション (スポット、
オンデマンド、リザーブドイン
スタンス) およびインスタンス
タイプ間でインスタンスをプロ
ビジョンおよび自動的にスケー
リングします。詳細について
は、「Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイド」の「複数のイン
スタンスタイプと購入オプション
を使用する Auto Scaling グルー
プ」を参照してください。

「Amazon SQS に基づくスケー
リングのトピックが更新されま
した (p. 394)」

Amazon SQS キューの需要の変
2018 年 7 月 26 日
化に応じて、カスタムメトリクス
を使用して Auto Scaling グルー
プをスケールする方法を説明す
るガイドが更新されました。詳
細については、「Amazon EC2
Auto Scaling ユーザーガイド」の
「Amazon SQSに基づくスケー
リング」を参照してください。

次の表は、2018 年 7 月以前の Amazon EC2 Auto Scaling ドキュメントへの重要な変更点を説明している
ものです。
機能

説明

リリース日

ターゲット追跡
スケーリングポリ
シーのサポート

わずかなステップで、アプリケーションの動的スケーリン
グを設定します。詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling のターゲット追跡スケーリング ポリシー」を参照し
てください。

2017 年 7 月 12 日

リソースレベルの
アクセス許可のサ
ポート

リソースレベルでアクセスを制御する IAM ポリシーを作成し
ます。詳細については、 Amazon EC2 Auto Scaling リソース
へのアクセスを制御を参照してください。

2017 年 5 月 15 日

改善のモニタリン
グ

Auto Scaling グループ メトリクスでは、詳細モニタリングを
有効にする必要はなくなりました。コンソールの [Monitoring]
タブから、グループメトリクスの収集とメトリクスグラフ
の表示を有効にできるようになりました。詳細については、
「Amazon CloudWatchを使用してAuto Scaling グループとイ
ンスタンスのモニタリング」を参照してください。

2016 年 8 月 18 日
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機能

説明

リリース日

Application Load
Balancers の
Support

新しいまたは既存の Auto Scaling グループに 1 つまたは複
数のターゲットグループを添付します。詳細については、
「Auto Scaling グループにロードバランサーを添付する」を
参照してください。

2016 年 8 月 11 日

ライフサイクル
フックのイベント

Amazon EC2 Auto Scaling は、ライフサイクルフックを呼び
出すときに EventBridge にイベントを送信します。詳細につ
いては、「Auto Scaling グループのスケール時にEventBridge
を取得する」を参照してください。

2016 年 2 月 24 日

インスタンスの保
護

スケーリング インする際に、Amazon EC2 Auto Scaling が特
定のインスタンスを選択して終了することを防ぎます。詳細
については、「インスタンスの保護」を参照してください。

2015 年 12 月 7 日

ステップスケーリ
ングポリシー

超過アラームのサイズに基づいてスケールできるようになる
スケーリングポリシーを作成します。詳細については、「ス
ケーリング ポリシータイプ」を参照してください。

2015 年 7 月 6 日

ロードバランサー
の更新

既存の Auto Scaling グループへロードバランサーを添付、ま
たはAuto Scaling グループへロードバランサーをデタッチし
ます。詳細については、「Auto Scaling グループにロードバ
ランサーを添付する」を参照してください。

2015 年 6 月 11 日

ClassicLink のサ
ポート

Auto Scaling グループの EC2-Classic インスタンスを VPC
にリンクすることで、これらのリンクされた EC2-Classic イ
ンスタンスと VPC 内のインスタンスがプライベート IP アド
レスを使用して通信できるようになりました。詳細について
は、「EC2-Classic インスタンスの VPC へのリンク」を参照
してください。

2015 年 1 月 19 日

ライフサイクル
フック

新しく起動されたインスタンスまたは終了中のインスタンス
に対してアクションを実行する間、これらのインスタンス
を保留状態に維持できるようになりました。詳細について
は、Amazon EC2 Auto Scaling ライフサイクルフックを参照
してください。

2014 年 7 月 30 日

インスタンスのデ
タッチ

Auto Scaling グループからインスタンスをデタッチします。
詳細については、「Auto Scaling グループから EC2 インスタ
ンスをデタッチする」を参照してください。

2014 年 7 月 30 日

Standby 状態への
インスタンスの移
行

InService 状態にあるインスタンスを Standby 状態に移行
できるようになりました。詳細については、「Auto Scaling
グループからのインスタンスの一時的な削除」を参照してく
ださい。

2014 年 7 月 30 日

タグの管理

AWS Management Consoleを使って、Auto Scaling グループ
を管理する 詳細については、「Auto Scaling Group とインス
タンスのタグ付け」を参照してください。

2014 年 5 月 01 日

ハードウェア専有
インスタンスのサ
ポート

起動設定を作成するときにプレイスメントテナンシー属性を
指定して、ハードウェア専有インスタンスを起動できるよう
になりました。詳細については、「インスタンスのプレイス
メント テナンシー」を参照してください。

2014 年 4 月 23 日
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機能

説明

リリース日

EC2 インスタンス
からのグループま
たは起動設定の作
成

EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループまたは起
動設定を作成します。EC2 インスタンスを使用して起動設定
を作成する方法については、「EC2 インスタンスを使用して
起動設定の作成」を参照してください。EC2 インスタンスを
使用して Auto Scaling グループを作成する方法については、
「EC2 インスタンスを使用して Auto Scaling グループの作
成」を参照してください。

2014 年 1 月 2 日

インスタンスのア
タッチ

インスタンスを既存の Auto Scaling グループに添付すること
で、EC2 インスタンスに対するオートスケーリングを有効
にできます。詳細については、「Auto Scaling グループから
EC2 インスタンスを添付する」を参照してください。

2014 年 1 月 2 日

アカウントの制限
の表示

アカウントの Auto Scaling リソースの制限を表示します。
詳細については、「Auto Scaling の制限」を参照してくださ
い。

2014 年 1 月 2 日

Amazon EC2 Auto AWS Management Consoleを使って、Amazon EC2 Auto
Scaling のコンソー Scaling にアクセスする。詳細については、Amazon EC2
ルSupport
Auto Scalingの開始方法を参照してください。

2013 年 12 月 10
日

パブリック IP アド
レスの割り当て

VPC で起動されるインスタンスにパブリック IP アドレスの
割り当てられるようになりました。詳細については「VPC で
の Auto Scaling インスタンスの起動」を参照してください。

2013 年 9 月 19 日

インスタンス終了
ポリシー

EC2 インスタンスを終了するときに 、Amazon EC2 Auto
Scaling で使用するインスタンス終了ポリシーを指定します。
詳細については、「スケールイン時にどの Auto Scaling イン
スタンスを終了するかを制御」を参照してください。

2012 年 9 月 17 日

IAM ロールの
Support

IAM インスタンスプロファイルを使用して EC2 インスタン
スを起動する。この特徴を使用してインスタンスに IAM ロー
ルを割り当てると、アプリケーションは他のアマゾン ウェ
ブ サービスに安全にアクセスできます。詳細については、
「IAM ロールを使用した Auto Scaling インスタンスの起動」
を参照してください。

2012 年 6 月 11 日

スポットインスタ
ンスのサポート

起動設定でスポットインスタンスを起動します。詳細につ
2012 年 6 月 7 日
いては、「Requesting Spot Instances for fault-tolerant and
flexible applications」(柔軟で耐障害性を備えたアプリケー
ションのスポットインスタンスのリクエスト) を参照してくだ
さい。

グループとインス
タンスへのタグ付
け

Auto Scaling グループにタグを付けることができるようにな
りました。さらに、タグの作成後に起動された EC2 インスタ
ンスにもタグが適用されるように指定します。詳細について
は、「Auto Scaling Group とインスタンスのタグ付け」を参
照してください。
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2012 年 1 月 26 日

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド

機能

説明

リリース日

Amazon SNS の
Support

Amazon SNS を使用して、Amazon EC2 Auto Scaling による
EC2 インスタンスの起動または終了のたびに、通知を受け取
ります。詳細については、「Auto Scaling グループのスケー
ル時に SNS 通知の取得」を参照してください。

2011 年 7 月 20 日

Amazon EC2 Auto Scaling には以下の新機能も追加されまし
た。
• 構文を使用して反復的なスケーリングアク
ティビティを設定する機能。詳細について
は、PutScheduledUpdateGroupAction API オペレー
ションを参照してください。
• 起動されたインスタンスをロードバランサー
（LoadBalancer）に追加せずにスケールアウトすることを
可能にする新しい設定。詳細については、ProcessType
API データ型を参照してください。
• Amazon EC2 Auto Scalingに、インスタンスが最
初に終了するのを待たずに、インスタンスに関連
付けられたAuto Scalingグループを削除するよう
指示するDeleteAutoScalingGroupオペレー
ション内のForceDeleteフラグ。詳細について
は、DeleteAutoScalingGroup API オペレーションを参
照してください。
スケジュールされ
たスケーリングア
クション

スケジュールに基づくスケーリングアクションのために追
加されたサポート。詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling のスケジュールされたスケーリング」を参照してくだ
さい。

2010 年 12 月 2 日

Amazon VPC の
Support

Amazon VPCの追加されたSupport 詳細については「VPC で
の Auto Scaling インスタンスの起動」を参照してください。

2010 年 12 月 2 日

HPC クラスターの
サポート

ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) クラスターの
サポートが追加されました。

2010 年 12 月 2 日

ヘルスチェックの
サポート

Amazon EC2 Auto Scaling マネージドEC2 インスタンスで
Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用するSupportが
追加されました。詳細については、「Auto Scaling でELB ヘ
ルスチェックの使用」を参照してください。

2010 年 12 月 2 日

CloudWatch ア
ラームのサポート

古いトリガーメカニズムが削除され、CloudWatch アラー
ムの特徴を使用するように Amazon EC2 Auto Scaling が設
計し直されました。詳細については、「Amazon EC2 Auto
Scaling のDynamcスケーリング」を参照してください。

2010 年 12 月 2 日

スケーリングの一
時停止と再開

スケーリングプロセスを停止および再開するために追加され
たサポート。

2010 年 12 月 2 日

IAM のSupport

IAM のサポートが追加されました。詳細については、
Amazon EC2 Auto Scaling リソースへのアクセスを制御を参
照してください。

2010 年 12 月 2 日
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