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Network Load Balancer のコンポーネント

Network Load Balancer とは?
Elastic Load Balancing は、受信したトラフィックを複数のアベイラビリティーゾーンの複数のターゲッ
ト (EC2 インスタンス、コンテナ、IP アドレスなど) に自動的に分散させます。登録されているターゲッ
トの状態をモニタリングし、正常なターゲットにのみトラフィックをルーティングします。Elastic Load
Balancing は、受信トラフィックの時間的な変化に応じて、ロードバランサーをスケーリングします。ま
た、大半のワークロードに合わせて自動的にスケーリングできます。
Elastic Load Balancing は、Application Load Balancer、Network Load Balancer、Gateway Load
Balancer、Classic Load Balancer といったロードバランサーをサポートします。ニーズに最適なタイプの
ロードバランサーを選択できます。このガイドでは、Network Load Balancer について説明します。その
他のロードバランサーの詳細については、Application Load Balancer のユーザーガイド、Gateway Load
Balancers のユーザーガイド、および Classic Load Balancer のユーザーガイドを参照してください。

Network Load Balancer のコンポーネント
ロードバランサーは、クライアントにとって単一の通信先として機能します。ロードバランサーは、受信
トラフィックを Amazon EC2 インスタンスなどの複数のターゲットに分散します。これにより、アプリ
ケーションの可用性が向上します。ロードバランサーに 1 つ以上のリスナーを追加できます。
リスナーは、構成したプロトコルとポートを使用してクライアントからの接続リクエストをチェックし、
リクエストをターゲットグループに転送します。
各ターゲットグループは、指定された TCP プロトコルとポート番号を使用して、1 つ以上の登録済みの
ターゲット (EC2 インスタンスなど) にリクエストをルーティングできます。1 つのターゲットを複数の
ターゲットグループに登録できます。ターゲットグループ単位でヘルスチェックを設定できます。ヘルス
チェックは、ロードバランサーのリスナールールに指定されたターゲットグループに登録されたすべての
ターゲットで実行されます。
詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• ロードバランサー (p. 11)
• リスナー (p. 23)
• ターゲットグループ (p. 40)

Network Load Balancer の概要
Network Load Balancer は、開放型システム間相互接続 (OSI) モデルの第 4 層で機能します。毎秒数百万
のリクエストを処理できます。ロードバランサーは、接続リクエストを受信すると、デフォルトルール
のターゲットグループからターゲットを選択します。リスナー構成で指定されたポート上の選択したター
ゲットへの TCP 接続を開こうとします。
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、Elastic Load Balancing はアベイラビリ
ティーゾーンにロードバランサーノードを作成します。デフォルトでは、各ロードバランサーノードは、
アベイラビリティーゾーン内の登録済みターゲット間でのみトラフィックを分散します。クロスゾーン負
荷分散を有効にすると、各ロードバランサーノードは、有効なすべてのアベイラビリティーゾーンの登録
済みターゲットにトラフィックを分散します。詳細については、「アベイラビリティーゾーン (p. 13)」
を参照してください。
アプリケーションの耐障害性を向上させる目的で、複数のアベイラビ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ができます。各ターゲットグループで、有効にした各アベイラビリティーゾー
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ンに 1 つ以上のターゲットがあることを確認してください。たとえば、1 つ以上のターゲットグループで
1 つのアベイラビリティーゾーン内に正常なターゲットがない場合、DNS から該当するサブネットの IP
アドレスを削除しますが、他のアベイラビリティーゾーンのロードバランサーノードは、引き続きトラ
フィックをルーティングできます。クライアントが有効期限 (TTL) を守らず、DNS から削除された後でリ
クエストを IP アドレスに送信すると、そのリクエストは失敗します。
TCP トラフィックの場合、ロードバランサーは、プロトコル、送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先
IP アドレス、宛先ポート、および TCP シーケンス番号に基づいて、フローハッシュアルゴリズムを使用
してターゲットを選択します。クライアントからの TCP 接続のソースポートとシーケンス番号は異なり、
別のターゲットにルーティングできます。各 TCP 接続は、接続中は単一のターゲットにルーティングされ
ます。
UDP トラフィックの場合、ロードバランサーは、プロトコル、送信元 IP アドレス、送信元ポート、宛先
IP アドレス、および宛先ポートに基づいて、フローハッシュアルゴリズムを使用してターゲットを選択し
ます。UDP フローは送信元と宛先が同じであるため、その存続期間を通じて一貫して単一のターゲットに
ルーティングされます。異なる UDP フローは異なる送信元 IP アドレスとポートを持つため、それらは異
なるターゲットにルーティングできます。
Elastic Load Balancing は、有効にした各アベイラビリティーゾーンにネットワークインターフェイスを作
成します。アベイラビリティーゾーンの各ロードバランサーノードは、このネットワークインターフェイ
スを使用して静的 IP アドレスを取得します。インターネット向けのロードバランサーを作成する場合は、
必要に応じて 1 つの Elastic IP アドレスをサブネットごとに関連付けることができます。
ターゲットグループを作成するときは、そのターゲットの種類を指定します。ターゲットの種類は、ター
ゲットの登録方法を決定します。たとえば、インスタンス ID、IP アドレス、または Application Load
Balancer を登録できます。ターゲットをインスタンス ID で登録すると、クライアントの送信元 IP アド
レスが保持され、アプリケーションに提供されます。ターゲットを IP アドレスで登録する場合、送信元
IP アドレスはロードーバランサノードのプライベート IP アドレスとなります｡ ターゲットを Application
Load Balancer として登録すると、クライアントの送信元 IP アドレスが保持され、アプリケーションに提
供されます。詳細については、「the section called “クライアント IP の保存” (p. 44)」を参照してくだ
さい。
アプリケーションへのリクエストの流れを中断することなく、ニーズの変化に応じてロードバランサーに
対してターゲットの追加と削除を行うことができます。Elastic Load Balancing はアプリケーションへの
トラフィックが時間の経過とともに変化するのに応じてロードバランサーをスケーリングします。Elastic
Load Balancing では、大半のワークロードに合わせた自動的なスケーリングが可能です。
登録済みのインスタンスのヘルス状態をモニタリングするために使用されるヘルスチェックを設定するこ
とで、ロードバランサーは正常なターゲットにのみリクエストを送信できます。
詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドの How Elastic Load Balancing works を参照して
ください。

Classic Load Balancer からの移行のメリット
Classic Load Balancer の代わりに Network Load Balancer を使用すると、次の利点があります。
• 揮発性のワークロードを処理し、毎秒数百万のリクエストに対応できる能力｡
• ロードバランサーの静的 IP アドレスのサポート｡ ロードバランサーで有効になっているサブネットごと
に 1 つの Elastic IP アドレスを割り当てることもできます。
• ロードバランサーの VPC 外のターゲットを含め、IP アドレスによるターゲットの登録をサポート。
• 1 つの EC2 インスタンス上での複数のアプリケーションへのルーティングリクエストのサポート。複数
のポートを使用して、各インスタンスまたは IP アドレスを同じターゲットグループに登録できます。
• コンテナ化されたアプリケーションのサポート。Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) は、
タスクをスケジュールするときに未使用のポートを選択し、そのポートを使用するターゲットグループ
にタスクを登録できます。これにより、クラスターを効率的に使用することができます。

2

Elastic Load Balancing Network Load Balancer
開始方法

• 各サービスの個別のヘルスステータスのモニタリングのサポート。ヘルスチェックがターゲットグルー
プレベルで定義され、多数の Amazon CloudWatch メトリクスがターゲットグループレベルで報告され
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ことで、各サービスをオンデマンド
で動的にスケールすることができます。
各ロードバランサータイプでサポートされている機能の詳細については、Elastic Load Balancing の製品比
較を参照してください。

開始方法
Network Load Balancer を作成するには、次のいずれかのチュートリアルを試してください。
• Network Load Balancer の開始方法 (p. 4)
• チュートリアル: AWS CLI を使用して Network Load Balancer を作成する (p. 7)
一般的なロードバランサー設定のデモについては、Elastic Load Balancing のデモを参照してください。

料金
詳細については、Network Load Balancer の料金を参照してください。
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Network Load Balancer の開始方法
このチュートリアルでは、ウェブベースのインターフェイスである AWS Management Console を通じて
ネットワークロードバランサーの実践的な概要を説明します。最初の Network Load Balancer を作成する
には、次のステップを完了します。
[Tasks] (タスク)
• 開始する前に (p. 4)
• ステップ 1: ターゲットグループの設定 (p. 4)
• ステップ 1: ロードバランサーの種類の選択 (p. 5)
• ステップ 2: ロードバランサーとリスナーの設定 (p. 5)
• ステップ 4: ロードバランサーのテスト (p. 6)
• ステップ 5: ロードバランサーを削除 (オプション) (p. 6)
一般的なロードバランサー設定のデモについては、Elastic Load Balancing のデモを参照してください。

開始する前に
• EC2 インスタンスに使用するアベイラビリティーゾーンを決定します。これらの各アベイラビリティー
ゾーンに少なくとも 1 つのパブリックサブネットがある Virtual Private Cloud (VPC) を設定します。こ
れらのパブリックサブネットは、ロードバランサーを設定するために使用されます。その代わりに、こ
れらのアベイラビリティーゾーンの他のサブネットで EC2 インスタンスを起動することができます。
• 各アベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つの EC2 インスタンスを起動します。これらのインスタン
スのセキュリティグループが、リスナーポート上のクライアントからの TCP アクセスと、VPC からの
ヘルスチェックリクエストを許可していることを確認します。詳細については、「ターゲットセキュリ
ティグループ (p. 57)」を参照してください。

ステップ 1: ターゲットグループの設定
リクエストルーティングで使用されるターゲットグループを作成します。リスナーのルールは、このター
ゲットグループ内の登録済みターゲットにリクエストをルーティングします。ロードバランサーは、ター
ゲットグループに定義されたヘルスチェック設定を使用してこのターゲットグループ内のターゲットの状
態を確認します。

ターゲットグループを設定するには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

[Create target group] を選択します。

4.

[ターゲットタイプ] をインスタンスとして保持します。

5.

[ターゲットグループ名] に、新しいターゲットグループの名前を入力します。

6.

[プロトコル] は TCP、[ポート] は 80 を保持します。

7.

インスタンスを含んでいる VPC を選択します。プロトコルのバージョンを HTTP1 のままにします。

8.

[ヘルスチェック] で、デフォルトの設定を保持します。
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9.

[Next] を選択します。

10. [ターゲットの登録] ページで、次の手順を完了します。これが、ターゲットグループを作成するオプ
ションの手順です。ただし、ロードバランサーをテストし、ターゲットにトラフィックをルーティン
グしていることを確認する場合は、ターゲットを登録する必要があります。
a.

[使用可能なインスタンス] で、1 つ以上のインスタンスを選択します。

b.

デフォルトのポート 80 のままにして、[保留中として以下を含める] を選択します。

11. [Create target group] を選択します。

ステップ 1: ロードバランサーの種類の選択
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、Network Load Balancer を作成します。

Network Load Balancer 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.

ナビゲーションバーで、ロードバランサーのリージョンを選択します。EC2 インスタンス用に使用し
たリージョンと同じリージョンを必ず選択してください。

3.

ナビゲーションペインの [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。

4.

[Create Load Balancer] を選択します。

5.

[Network Load Balancer] で、[Create] (作成) を選択します。

ステップ 2: ロードバランサーとリスナーの設定
Network Load Balancer を作成するには、まず、名前、スキーム、IP アドレスのタイプなど、ロードバラ
ンサーの基本設定情報を指定する必要があります。次に、ネットワークに関する情報と 1 つ以上のリス
ナーを指定します。リスナーとは接続リクエストをチェックするプロセスです。これは、クライアントか
らロードバランサーへの接続用のプロトコルとポートを使用して設定します。サポートされるプロトコル
とポートの詳細については、「リスナーの設定 (p. 23)」を参照してください。

ロードバランサーとリスナーを設定するには
1.

[ロードバランサー名] に、ロードバランサーの名前を入力します。例えば、my-nlb です。

2.

[スキーム] および [IP アドレスタイプ] については、デフォルト値のままにします。

3.

[ネットワークマッピング] で、EC2 インスタンスに使用する VPC を選択します。EC2 インスタンス
の起動に使用した各アベイラビリティーゾーンについて、アベイラビリティーゾーンを選択し、その
アベイラビリティーゾーンのパブリックサブネットを 1 つ選択します。
デフォルトでは、AWS はアベイラビリティーゾーンのサブネットから各ロードバランサーノードに
IPv4 アドレスを割り当てます。あるいは、インターネット向けロードバランサーを作成する場合は、
各アベイラビリティーゾーンに Elastic IP アドレスを選択できます。これにより、ロードバランサー
に静的 IP アドレスが提供されます。

4.

[リスナーとルーティング] で、デフォルトのプロトコルとポートを保持し、リストからターゲットグ
ループを選択します。ポート 80 で TCP トラフィックを受け付けるリスナーが設定され、選択された
ターゲットグループにトラフィックをデフォルトで転送します。

5.

[既定のアクション] で、手順 1 で作成して登録したターゲットグループを選択します。

6.

オプションのタグを追加して、ロードバランサーを分類します。タグキーは、各ロードバランサーで
一意である必要があります。使用できる文字は、文字、スペース、数字 (UTF-8)、および特殊文字 (+=. _:/@) です。ただし、先頭または末尾にはスペースを使用しないでください。タグ値は大文字と小
文字が区別されます。
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7.

設定を確認し、[ロードバランサーの作成] を選択します。作成時に、ロードバランサーにいくつかの
デフォルト属性が適用されます。ロードバランサーの作成後に、それらを表示および編集できます。
詳細については、「ロードバランサーの属性 (p. 11)」を参照してください。

ステップ 4: ロードバランサーのテスト
ロードバランサーを作成した後で、EC2 インスタンスにトラフィックを送信するかどうかを検証します。

ロードバランサーをテストするには
1.
2.

ロードバランサーが正常に作成されたことが通知されたら、[閉じる] を選択します。
ナビゲーションペインの [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

新しく作成したターゲットグループを選択します。

4.

[Targets] を選択して、インスタンスの準備ができていることを確認します。インスタンスのステータ
スが initial の場合、インスタンスがまだ登録の途中であるか、正常と見なされるのに必要なヘル
スチェックの最小数に合格しなかったと考えられます。少なくとも 1 つのインスタンスのステータス
が healthy であれば、ロードバランサーをテストできます。

5.

ナビゲーションペインの [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。

6.

新しく作成したロードバランサーを選択します。

7.

[Description] (説明) を選択し、ロードバランサーの DNS 名 (my-loadbalancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com など) をコピーします。インターネットに
接続したウェブブラウザのアドレスフィールドに DNS 名を貼り付けます。すべて適切な場合は、ブ
ラウザにサーバーのデフォルトページが表示されます。

ステップ 5: ロードバランサーを削除 (オプション)
ロードバランサーが利用可能になると、ロードバランサーの実行時間に応じて 1 時間ごと、または 1 時間
未満の時間について課金されます。不要になったロードバランサーは削除できます。ロードバランサーが
削除されると、ロードバランサーの課金も停止されます。ロードバランサーを削除しても、ロードバラン
サーに登録されたターゲットには影響を与えません。たとえば、EC2 インスタンスは実行され続けます。

ロードバランサーを削除するには
1.
2.

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 [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。

3.
4.

ロードバランサーを選択して [Actions]、[Delete] を選択します。
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。
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チュートリアル: AWS CLI を使用し
て Network Load Balancer を作成す
る
このチュートリアルでは、AWS CLI を通じて Network Load Balancer の実践的な概要を説明します。

開始する前に
• AWS CLI をインストールするか、Network Load Balancers をサポートしていないバージョンを使用して
いる場合は AWS CLI を現行バージョンに更新します。詳細については、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。
• EC2 インスタンスに使用するアベイラビリティーゾーンを決定します。これらの各アベイラビリティー
ゾーンに少なくとも 1 つのパブリックサブネットがある Virtual Private Cloud (VPC) を設定します。
• IPv4 またはデュアルスタックロードバランサーのどちらを作成するかを決定します。クライアントが
IPv4 アドレスだけを使用してロードバランサーと通信する場合、IPv4 を使用します。クライアントが
IPv4 および IPv6 アドレスを使用してロードバランサーと通信する場合、デュアルスタックを使用しま
す。また、IPv6 を使用して IPv6 アプリケーションやデュアルスタックサブネットなどのバックエンド
ターゲットと通信するために、デュアルスタックを使用することもできます。
• 各アベイラビリティーゾーンで少なくとも 1 つの EC2 インスタンスを起動します。これらのインスタン
スのセキュリティグループが、リスナーポート上のクライアントからの TCP アクセスと、VPC からの
ヘルスチェックリクエストを許可していることを確認します。詳細については、「ターゲットセキュリ
ティグループ (p. 57)」を参照してください。

IPv4 ロードバランサーを作成する
最初のロードバランサーを作成するには、次のステップを完了します。

IPv4 ロードバランサーを作成するには
1.

create-load-balancer コマンドを使用して IPv4 ロードバランサーを作成し、インスタンスを起動した
各アベイラビリティーゾーンのパブリックサブネットを指定します。アベイラビリティーゾーンごと
に 1 つだけサブネットを指定できます。
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network --subnets
subnet-0e3f5cac72EXAMPLE

出力には、次の形式でロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/net/my-loadbalancer/1234567890123456

2.

create-target-group コマンドを使用して IPv4 ターゲットグループを作成し、EC2 インスタンスに使
用したのと同じ VPC を指定します。IPv4 ターゲットグループでは、IP およびインスタンスタイプの
ターゲットがサポートされています。
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aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol TCP --port 80 --vpc-id
vpc-0598c7d356EXAMPLE

出力には、次の形式のターゲットグループの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/mytargets/1234567890123456

3.

インスタンスをターゲットグループに登録するには、register-targets コマンドを使用します。
aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn --targets
Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890

4.

ターゲットグループにリクエストを転送するデフォルトルールを持つロードバランサーのリスナーを
作成するには、create-listener コマンドを使用します。
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn --protocol TCP --port 80
\
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn

出力には、次の形式のリスナーの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/net/my-loadbalancer/1234567890123456/1234567890123456

5.

(オプション) この describe-target-health コマンドを使用してターゲットグループの登録されたター
ゲットのヘルスステータスを確認できます。
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn

デュアルスタックロードバランサーを作成する
最初のロードバランサーを作成するには、次のステップを完了します。

デュアルスタックロードバランサーを作成するには
1.

create-load-balancer コマンドを使用してデュアルスタックロードバランサーを作成し、インスタンス
を起動した各アベイラビリティーゾーンのパブリックサブネットを指定します。アベイラビリティー
ゾーンごとに 1 つだけサブネットを指定できます。
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network --subnets
subnet-0e3f5cac72EXAMPLE --ip-address-type dualstack

出力には、次の形式でロードバランサーの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:loadbalancer/net/my-loadbalancer/1234567890123456

2.

create-target-group コマンドを使用してターゲットグループを作成し、EC2 インスタンスに使用した
のと同じ VPC を指定します。
デュアルスタックロードバランサーで TCP または TLS ターゲットグループを使用する必要がありま
す。
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IPv4 ターゲットグループおよび IPv6 ターゲットグループを作成して、デュアルスタックロードバラ
ンサーに関連付けることができます。ターゲットグループの IP アドレスタイプによって、ロードバラ
ンサーがバックエンドターゲットと通信したり、バックエンドターゲットの状態をチェックしたりす
るのに使用する IP バージョンが決定されます。
IPv4 ターゲットグループでは、IP およびインスタンスタイプのターゲットがサポートされていま
す。IPv6 ターゲットでは、IP ターゲットのみがサポートされています。
aws elbv2 create-target-group --name my-targets --protocol TCP --port 80 --vpc-id
vpc-0598c7d356EXAMPLE --ip-address-type [ipv4 or ipv6]

出力には、次の形式のターゲットグループの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:targetgroup/mytargets/1234567890123456

3.

インスタンスをターゲットグループに登録するには、register-targets コマンドを使用します。
aws elbv2 register-targets --target-group-arn targetgroup-arn --targets
Id=i-1234567890abcdef0 Id=i-0abcdef1234567890

4.

create-listener コマンドを使用して、ターゲットグループにリクエストを転送するデフォルトルール
を持つロードバランサーのリスナーを作成します。デュアルスタックロードバランサーには TCP また
は TLS リスナーが必要です。
aws elbv2 create-listener --load-balancer-arn loadbalancer-arn --protocol TCP --port 80
\
--default-actions Type=forward,TargetGroupArn=targetgroup-arn

出力には、次の形式のリスナーの ARN が含まれます。
arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-2:123456789012:listener/net/my-loadbalancer/1234567890123456/1234567890123456

5.

(オプション) この describe-target-health コマンドを使用してターゲットグループの登録されたター
ゲットのヘルスステータスを確認できます。
aws elbv2 describe-target-health --target-group-arn targetgroup-arn

ロードバランサーの Elastic IP アドレスを指定しま
す。
Network Load Balancer を作成するときは、サブネットマッピングを使用して、サブネットごとに 1 つの
Elastic IP アドレスを指定できます。
aws elbv2 create-load-balancer --name my-load-balancer --type network \
--subnet-mappings SubnetId=subnet-0e3f5cac72EXAMPLE,AllocationId=eipalloc-12345678
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ロードバランサーの削除
ロードバランサーとターゲットグループが必要なくなった場合は、次のように削除することができます。
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn loadbalancer-arn
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn targetgroup-arn
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Network Load Balancer
ロードバランサーは、クライアントにとって単一の通信先として機能します。クライアントはロードバラ
ンサーにリクエストを送信し、ロードバランサーは 1 つ以上のアベイラビリティーゾーンにあるターゲッ
ト (EC2 インスタンスなど) にそれらのリクエストを送信します。
ロードバランサーを設定するには、ターゲットグループ (p. 40)を作成し、ターゲットグループにター
ゲットを登録します。有効な各アベイラビリティーゾーンに少なくとも 1 つの登録済みターゲットがある
ようにする場合、ロードバランサーが最も効果的です。さらに、リスナー (p. 23)を作成してクライア
ントからの接続リクエストがないかチェックし、リクエストをクライアントからターゲットグループ内の
ターゲットにルーティングします。
Network Load Balancers は VPC ピアリング、 AWSマネージド VPN、AWS Direct Connect、およびサー
ドパーティーの VPN ソリューションを経由した接続をサポートします。
目次
• ロードバランサーの状態 (p. 11)
• ロードバランサーの属性 (p. 11)
• IP アドレスタイプ (p. 12)
• アベイラビリティーゾーン (p. 13)
• クロスゾーン負荷分散 (p. 14)
• 削除保護 (p. 14)
• 接続のアイドルタイムアウト (p. 15)
• DNS 名 (p. 15)
• Network Load Balancer を作成する (p. 16)
• Network Load Balancer の IP アドレスの種類 (p. 19)
• Network Load Balancer のタグ (p. 20)
• Network Load Balancer を削除する (p. 21)

ロードバランサーの状態
ロードバランサーの状態は、次のいずれかです。
provisioning
ロードバランサーはセットアップ中です。
active
ロードバランサーは完全にセットアップされており、トラフィックをルーティングする準備ができて
います。
failed
ロードバランサークラウドをセットアップできませんでした。

ロードバランサーの属性
ロードバランサーには、次の属性があります。
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access_logs.s3.enabled
Amazon S3 に保存されたアクセスログが有効かどうかを示します。デフォルト: false。
access_logs.s3.bucket
アクセスログの Amazon S3 バケットの名前。この属性は、アクセスログが有効になっている場合は
必須です。詳細については、「バケットの要件 (p. 81)」を参照してください。
access_logs.s3.prefix
Amazon S3 バケットの場所のプレフィックス。
deletion_protection.enabled
削除保護 (p. 14)が有効化されているかどうかを示します。デフォルト: false。
ipv6.deny_all_igw_traffic
ロードバランサーへのインターネットゲートウェイ (IGW) アクセスをブロックし、インターネット
ゲートウェイを経由た内部ロードバランサーへの意図しないアクセスを防止します。インターネット
向けロードバランサーでは false、内部ロードバランサーでは true に設定されます。この属性は、
インターネットゲートウェイ (IGW) 以外のインターネットアクセス（例えば、ピアリング、Transit
Gateway、AWS Direct Connect、または AWS VPN などを経由）を妨げません。
load_balancing.cross_zone.enabled
クロスゾーン負荷分散 (p. 14)が有効かどうかを示します。デフォルト: false。

IP アドレスタイプ
クライアントがロードバランサーで使用できる IP アドレスのタイプを設定できます。IP アドレスの種類
を次に示します。
ipv4
クライアントは IPv4 アドレス (192.0.2.1 など) を使用してロードバランサーに接続する必
要があります。IPv4 対応のロードバランサー (インターネット向けと内部向けの両方) で
は、TCP、UDP、TCP_UDP、および TLS リスナーがサポートされています。
dualstack
クライアントは、IPv4 アドレス (192.0.2.1 など) と IPv6 アドレス (たとえ
ば、2001:0db8:85a3:0:0:8a2e:0370:7334) の両方を使用してロードバランサーに接続できます。デュ
アルスタック対応のロードバランサー (インターネット向けと内部向けの両方) では、TCP および TLS
リスナーがサポートされています。

デュアルスタックロードバランサーに関する考慮事項
• ロードバランサーは、ターゲットグループの IP アドレスのタイプに基づいてターゲットと通信します。
• ロードバランサーのデュアルスタックモードを有効にすると、Elastic Load Balancing がロードバラン
サーの AAAA DNS レコードを提供します。IPv4 アドレスを使用してロードバランサーと通信するクラ
イアントは、A DNS レコードを解決します。IPv6 アドレスを使用してロードバランサーと通信するクラ
イアントは、AAAA DNS レコードを解決します。
• インターネットゲートウェイを経由する内部デュアルスタックロードバランサーへのアクセスがブロッ
クされ、意図しないインターネットアクセスを防止します。ただし、これはインターネットゲートウェ
イ以外のインターネットアクセス（ピアリング、Transit Gateway、AWS Direct Connect、AWS VPN な
どを経由）を妨げることはありません。
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ロードバランサーの IP アドレスタイプの詳細については、アドレスタイプの更新 (p. 19) を参照してく
ださい。

アベイラビリティーゾーン
ロードバランサーを作成するときに、ロードバランサーの 1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンを
有効にします。ロードバランサーで複数のアベイラビリティーゾーンを有効にすると、アプリケーション
の耐障害性が向上します。Network Load Balancer の作成後にその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。
アベイラビリティーゾーンを有効にしたら、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。Elastic Load Balancing は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、サブネッ
トのネットワークインターフェイスを作成します (「ELB net」で始まり、ロードバランサーの名前を含む
記述)。アベイラビリティーゾーンの各ロードバランサーノードは、このネットワークインターフェイスを
使用して IPv4 アドレスを取得します。このネットワークインターフェイスは表示できますが、変更するこ
とはできません。
インターネット向けのロードバランサーを作成する場合は、必要に応じて 1 つの Elastic IP アドレスをサ
ブネットごとに指定することができます。独自の Elastic IP アドレスのいずれも選択しない場合、Elastic
Load Balancing はサブネットごとに 1 つの Elastic IP アドレスを提供します。これらの Elastic IP アドレ
スは、ロードバランサーの存続期間中は変更されない静的 IP アドレスをロードバランサーに提供します。
ロードバランサーを作成した後で、これらの Elastic IP アドレスを変更することはできません。
内部ロードバランサーを作成する場合は、必要に応じて 1 つの プライベート IP アドレスをサブネットご
とに指定することができます。サブネットから IP アドレスを指定しない場合は、Elastic Load Balancing
によって選択されます。これらのプライベート IP アドレスは、ロードバランサーの存続期間中は変更され
ない静的 IP アドレスをロードバランサーに提供します。ロードバランサーを作成した後で、これらのプラ
イベート IP アドレスを変更することはできません。

要件
• インターネット向けロードバランサーの場合、指定するサブネットには最低 8 個の利用可能な IP アドレ
スが必要です。内部ロードバランサーの場合は、 AWS がサブネットからプライベート IPv4 アドレスを
選択する場合にのみ必要です。
• 制約のあるアベイラビリティーゾーンにあるサブネットを指定することはできません。エラーメッセー
ジは、「'network' タイプを使用したロードバランサーは az_name でサポートされていません」です。
制約されていない別のアベイラビリティーゾーンにあるサブネットを指定し、クロスゾーン負荷分散を
使用して、制約されているアベイラビリティーゾーンのターゲットにトラフィックを分散することはで
きます。
• ローカルゾーンでサブネットを指定することはできません。
アベイラビリティーゾーンを有効にしたら、ロードバランサーはこれらのアベイラビリティーゾーン内の
登録済みターゲットにリクエストをルーティングするようになります。有効な各アベイラビリティーゾー
ンに少なくとも 1 つの登録済みターゲットがあるようにする場合、ロードバランサーが最も効果的です。

コンソールを使用してアベイラビリティーゾーンを追加するには
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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択します。

4.

[説明] タブの [Basic Configuration (基本的な設定)] で、[Edit subnets (サブネットを編集)] を選択しま
す。

5.

アベイラビリティーゾーンを有効にするには、そのアベイラビリティーゾーンのチェックボックスを
オンにします。そのアベイラビリティーゾーンに対して 1 つのサブネットがある場合、そのサブネッ
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トが選択されます。そのアベイラビリティー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。アベイラビリティーゾーンにつき、1 つのサブネットしか選択できないこと
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は、各アベイラビリティーゾーンに Elastic IP アドレス
を選択できます。内部ロードバランサーの場合、プライベート IP アドレスを Elastic Load Balancing
で割り当てるのではなく、各サブネットの IPv4 範囲から割り当てることができます。
6.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してアベイラビリティーゾーンを追加するには
set-subnets コマンドを使用します。

クロスゾーン負荷分散
デフォルトでは、各ロードバランサーノードは、アベイラビリティーゾーン内の登録済みターゲット間で
のみトラフィックを分散します。クロスゾーン負荷分散を有効にすると、各ロードバランサーノードは、
有効なすべてのアベイラビリティーゾーンの登録済みターゲットにトラフィックを分散します。詳細につ
いては、Elastic Load Balancing ユーザーガイドのクロスゾーン負荷分散を参照してください。

コンソールを使用してクロスゾーン負荷分散を有効にするには
1.

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

2.
3.
4.

ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。
ロードバランサーを選択します。
[Description]、[Edit attributes] を選択します。

5.

[Edit load balancer attributes] (ロードバランサー属性の編集) ダイアログで、[Cross-zone load
balancing] (クロスゾーン負荷分散) の [Enable] (有効) を選択し、[Save] (保存) を選択します。

コンソールを使用してクロスゾーン負荷分散を無効にするには
上記のステップ 1 からステップ 4 までの手順を使用します。次に、[Edit load balancer attributes] (ロード
バランサー属性の編集) ダイアログで、[Cross-zone load balancing] (クロスゾーン負荷分散) の [Enable]
(有効) を選択し、[Save] (保存) を選択します。
AWS CLI を使用してクロスゾーン負荷分散を有効または無効にするには
load_balancing.cross_zone.enabled 属性を指定して modify-load-balancer-attributes コマンドを使
用します。指定できる値は true (クロスゾーン負荷分散を有効にする場合)、および false (クロスゾーン
負荷分散を無効にする場合) です。デフォルト: false。

削除保護
ロードバランサーが誤って削除されるのを防ぐため、削除保護を有効にできます。デフォルトでは、ロー
ドバランサーで削除保護が無効になっています。
ロードバランサーの削除保護を有効にした場合、ロードバランサーを削除する前に無効にする必要があり
ます。

コンソールを使用して削除保護を有効にするには
1.
2.

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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。
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3.

ロードバランサーを選択します。

4.
5.

[Description]、[Edit attributes] を選択します。
[ロードバランサー属性の編集] ページで、[削除保護] の [有効] を選択し、[保存] を選択します。

コンソールを使用して削除保護を無効にするには
1.
2.

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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。

3.
4.

ロードバランサーを選択します。
[Description]、[Edit attributes] を選択します。

5.

[Edit load balancer attributes] ページで、[Enable delete protection] をクリアし､[Save] を選択します。

AWS CLI を使用して削除保護を有効または無効にするには
deletion_protection.enabled 属性を指定して modify-load-balancer-attributes コマンドを使用しま
す。

接続のアイドルタイムアウト
クライアントが Network Load Balancer を通じて行う TCP リクエストごとに、その接続の状態が追跡され
ます。アイドルタイムアウトよりも長い時間、クライアントからもターゲットからもその接続経由でデー
タが送信されない場合、接続は閉じられます。アイドルタイムアウト期間の経過後にクライアントまたは
ターゲットがデータを送信した場合、TCP RST パケットを受信して、接続が無効になったことを示しま
す。
TCP フローのアイドルタイムアウト値を 350 秒に設定します。この値は変更できません。クライアント
またはターゲットは TCP キープアライブパケットを使用して、アイドルタイムアウトをリセットできま
す。TLS 接続を維持するために送信されるキープアライブパケットには、データまたはペイロードを含め
ることはできません。
TLS リスナーがクライアントまたはターゲットのいずれかから TCP キープアライブパケットを受信する
と、ロードバランサーは TCP キープアライブパケットを生成し、20 秒ごとにフロントエンド接続とバッ
クエンド接続の両方に送信します。この動作を変更することはできません。
UDP はコネクションレスですが、ロードバランサーは送信元と宛先のIPアドレスとポートに基づいて
UDP フロー状態を維持し、同じフローに属するパケットが一貫して同じターゲットに送信されるようにし
ます。アイドルタイムアウト期間が経過した後、ロードバランサーは着信 UDP パケットを新しいフロー
とみなし、それを新しいターゲットにルーティングします。Elastic Load Balancing は、UDP フローのア
イドルタイムアウト値を 120 秒に設定します。
EC2 インスタンスは、リターンパスを確立するために、30 秒以内に新しいリクエストに応答する必要が
あります。

DNS 名
各 Network Load Balancer は、name-id.elb.region.amazonaws.com の構文でデフォルトのドメイ
ンネームシステム (DNS) 名を受け取ります。例えば、my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.useast-2.amazonaws.com です。
覚えやすい DNS 名を使用する場合は、カスタムドメイン名を作成し、ロードバランサーの DNS 名に
関連付けることができます。このカスタムドメイン名を使用してクライアントがリクエストを生成する
と、DNS サーバーがロードバランサーの DNS 名に解決します。
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最初に、認定ドメイン名レジストラにドメイン名を登録します。次に、ドメインレジストラなどの DNS
サービスを使用して、ロードバランサーにリクエストをルーティングするための DNS レコードを作成し
ます。詳細については、DNS サービスのドキュメントを参照してください。例えば、DNS サービスとし
て Amazon Route 53 を使用する場合は、ロードバランサーをポイントするエイリアスレコードを作成しま
す。詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの ELB ロードバランサーへのトラフィック
のルーティングを参照してください。
ロードバランサーには、有効なアベイラビリティーゾーンごとに 1 つの IP アドレスがあります。これらは
ロードバランサーノードのアドレスです。ロードバランサーの DNS 名はこれらのアドレスに解決されま
す。たとえば、ロードバランサーのカスタムドメイン名が example.networkloadbalancer.com であ
るとします。以下の dig または nslookup コマンドを使用して、ロードバランサーノードの IP アドレスを
調べます。
Linux または Mac
$ dig +short example.networkloadbalancer.com

Windows
C:\> nslookup example.networkloadbalancer.com

ロードバランサーには、ロードバランサーノードの DNS レコードがあります。次の構文の DNS 名
(az.name-id.elb.region.amazonaws.com) を使用して、ロードバランサーノードの IP アドレスを調べる
ことができます。
Linux または Mac
$ dig +short us-east-2b.my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com

Windows
C:\> nslookup us-east-2b.my-load-balancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com

Network Load Balancer を作成する
ロードバランサーはクライアントからリクエストを受け取り、EC2 インスタンスなどのターゲットグルー
プのターゲット間でリクエストを割り当てます。
開始する前に、ロードバランサーの仮想プライベートクラウド (VPC) に、ターゲットがある各アベイラビ
リティーゾーンに少なくとも 1 つのパブリックサブネットがあることを確認してください。トラフィック
をターゲットグループにルーティングするには、ターゲットグループを設定し、デフォルトとして設定す
るターゲットを少なくとも 1 つ登録する必要があります。
AWS CLI を使用してロードバランサーを作成する方法については、チュートリアル: AWS CLI を使用して
Network Load Balancer を作成する (p. 7)を参照してください。
AWS Management Console を使用してロードバランサーを作成するには、以下のタスクを完了します。
タスク
•
•
•
•

ステップ 1: ターゲットグループの設定 (p. 4)
ステップ 2: ターゲットの登録 (p. 17)
ステップ 3: ロードバランサーとリスナーの設定 (p. 18)
ステップ 4: ロードバランサーのテスト (p. 6)
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ステップ 1: ターゲットグループの設定
ターゲットグループを設定すると、EC2 インスタンスなどのターゲットを登録できます。このステッ
プで設定するターゲットグループは、ロードバランサーを設定するときに、リスナールールでターゲッ
トグループとして使用されます。詳細については、「Network Load Balancers のターゲットグルー
プ (p. 40)」を参照してください。

ターゲットグループを設定するには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

[Create target group] を選択します。

4.

[基本的な設定] セクションで、以下のパラメータを設定します。
a.

[Choose a target type] (ターゲットタイプの選択) で、インスタンス ID でターゲットを登録す
る場合は [Instance] (インスタンス)、IP アドレスでターゲットを登録する場合は [IP addresses]
(IP アドレス)、Application Load Balancer をターゲットとして登録する場合は [Application Load
Balancer] を選択します。

b.

[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します。

c.

[Protocol] で、次のようにプロトコルを選択します。
• リスナープロトコルが TCP の場合は、[TCP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TLS の場合は、[TCP] または [TLS] を選択します。
• リスナープロトコルが UDP の場合は、 [UDP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TCP_UDP の場合は、[TCP_UDP] を選択します。

d.

(オプション) [Port] で、必要に応じてデフォルト値を変更します。

e.

[VPC] では、ターゲットグループに含めるターゲットがある Virtual Private Cloud (VPC) を選択し
ます。

f.

[Protocol version] (プロトコルバージョン) で、リクエストプロトコルが HTTP/1.1 または HTTP/2
の場合は [HTTP1] を選択し、リクエストプロトコルが HTTP/2 または gRPC の場合は [HTTP2]
を選択します。リクエストプロトコルが gRPC の場合は [gRPC] を選択します。

5.

[ヘルスチェック] セクションで、必要に応じてデフォルト設定を変更します。[ヘルスチェックの詳細
設定] で、ヘルスチェックポート、カウント、タイムアウト、インターバルを選択し、成功コードを指
定します。ヘルスチェックが [異常なしきい値] のカウントを連続して超えると、ロードバランサーは
ターゲットを停止中の状態にします。ヘルスチェックが [正常なしきい値] のカウントを連続して超え
ると、ロードバランサーはターゲットを稼働状態に戻します。詳細については、「ターゲットグルー
プのヘルスチェック (p. 52)」を参照してください。

6.

(オプション) 次のように 1 つ以上のタグを追加します。

7.

a.

[Tags (タグ)] セクションを展開します。

b.

[Add tag] を選択します。

c.

タグキーとタグ値を入力します。使用できる文字は、文字、スペース、数字 (UTF-8)、および特
殊文字 (+-=. _:/@) です。ただし、先頭または末尾にはスペースを使用しないでください。タグ値
は大文字と小文字が区別されます。

[Next] を選択します。

ステップ 2: ターゲットの登録
EC2 インスタンス、IP アドレス、または Application Load Balancer をターゲットグループに登録できま
す。これは、ロードバランサーを作成するためのオプションのステップです。ただし、ターゲットを登録
して、ロードバランサーがトラフィックをターゲットにルーティングできるようにする必要があります。
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1.

2.

[ターゲットの登録] ページで、次のように 1 つ以上のターゲットを追加します。
•

ターゲットタイプがインスタンスである場合は、1 つ以上のインスタンスを選択し、1 つ以上の
ポートを入力して、[保留中として以下を含める] を選択します。

•

ターゲットタイプが IP アドレスの場合は、ネットワークを選択し、IP アドレスとポートを入力
して、[保留中として以下を含める] を選択します。

•

ターゲットタイプが Application Load Balancer の場合、Application Load Balancer を選択しま
す。

[Create target group] を選択します。

ステップ 3: ロードバランサーとリスナーの設定
Network Load Balancer を作成するには、まず、名前、スキーム、IP アドレスのタイプなど、ロードバラ
ンサーの基本設定情報を指定する必要があります。次に、ネットワークに関する情報と 1 つ以上のリス
ナーを指定します。リスナーとは接続リクエストをチェックするプロセスです。これは、クライアントか
らロードバランサーへの接続用のプロトコルとポートを使用して設定します。サポートされるプロトコル
とポートの詳細については、「リスナーの設定 (p. 23)」を参照してください。

ロードバランサーとリスナーを設定するには
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 [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。

3.

[Create Load Balancer] を選択します。

4.

[Network Load Balancer] で、[Create] (作成) を選択します。

5.

基本的な設定

6.

7.

a.

[ロードバランサー名] に、ロードバランサーの名前を入力します。例えば、my-nlb で
す。Network Load Balancer の名前は、リージョンの Application Load Balancer とネットワーク
ロードバランサーのセット内で一意である必要があります。これは最大 32 文字で、英数字とハ
イフンのみを使用できます。先頭および末尾にハイフンまたは internal- を使用することはで
きません。

b.

[スキーム] で、[インターネット向け] または [内部] を選択します。インターネット向けロードバ
ランサーは、クライアントからインターネット経由でリクエストをターゲットにルーティングし
ます。内部ロードバランサーは、プライベート IP アドレスを使用してターゲットにリクエストを
ルーティングします。

c.

[IP アドレスタイプ] で、IPv4 またはデュアルスタックを選択します。クライアントが IPv4 アド
レスを使用してロードバランサーと通信する場合、IPv4 を使用します。クライアントが IPv4 お
よび IPv6 アドレスを使用してロードバランサーと通信する場合、Dualstack を使用します。

[Network and Security]
a.

[VPC] では、EC2 インスタンスで使用したのと同じ VPC を選択します。[スキーム] で [インター
ネット向け] を選択した場合は、インターネットゲートウェイを持つ VPC だけを選択できます。

b.

[マッピング] で、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンと対応する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を有効にすると、アプリケーションの耐障害性が向上しま
す。インターネット向けロードバランサーの場合は、各アベイラビリティーゾーンに Elastic IP
アドレスを選択できます。これにより、ロードバランサーに静的 IP アドレスが提供されます。ま
たは、内部ロードバランサーの場合、プライベート IP アドレスを AWS で自身に割り当てるので
はなく、各サブネットの IPv4 範囲から割り当てることができます。

リスナーとルーティング
a.

[Listeners] のデフォルトは、ポート 80 で TCP トラフィックを受け付けるリスナーです。デフォ
ルトのリスナー設定を保持する、プロトコルを変更する、またはポートを変更することができま
す。
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8.

b.

[デフォルトアクション] で、トラフィックを転送するターゲットグループを選択します。以前に
ターゲットグループを作成していない場合は、ここでターゲットグループを作成する必要があり
ます。[リスナーを追加] を選択して別のリスナー (TLS リスナーなど) を追加できます (オプショ
ン)。

c.

[セキュアリスナーの設定] (TLS リスナーでのみ使用可能) で、要件を満たすセキュリティポリ
シーを選択します。

d.

[ALPN ポリシー] の場合は、ALPN を有効にするポリシーを選択するか、[なし] を選択して ALPN
を無効にします。

e.

[デフォルトの SSL 証明書] で、[ACM から] (推奨) を選択し、証明書を選択します。選択できる
証明書がない場合は、証明書を ACM にインポートするか、ACM を使用して証明書をプロビジョ
ニングできます。詳細については、ACM ユーザーガイドの証明書の発行と管理を参照してくださ
い。

タグ付けして作成
a.

(オプション) タグを追加して、ロードバランサーを分類します。タグキーは、各ロードバラン
サーで一意である必要があります。使用できる文字は、文字、スペース、数字 (UTF-8)、および
特殊文字 (+-=. _:/@) です。ただし、先頭または末尾にはスペースを使用しないでください。タグ
値は大文字と小文字が区別されます。

b.

設定を確認し、[ロードバランサーの作成] を選択します。作成時に、ロードバランサーにいくつ
かのデフォルト属性が適用されます。ロードバランサーの作成後に、それらを表示および編集で
きます。詳細については、「ロードバランサーの属性 (p. 11)」を参照してください。

ステップ 4: ロードバランサーのテスト
ロードバランサーを作成したら、EC2 インスタンスが最初のヘルスチェックに合格したことを確認してか
ら、ロードバランサーが EC2 インスタンスにトラフィックを送信することをテストできます。ロードバラ
ンサーを削除するには、Network Load Balancer を削除する (p. 21) を参照してください。

ロードバランサーをテストするには
1.

ロードバランサーが作成されたら、[Close] を選択します。

2.

左側のナビゲーションペインの [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

新しく作成したターゲットグループを選択します。

4.

[Targets] を選択して、インスタンスの準備ができていることを確認します。インスタンスのステータ
スが initial の場合、インスタンスがまだ登録の途中であるか、正常と見なされるのに必要なヘル
スチェックの最小数に合格しなかったと考えられます。少なくとも 1 つのインスタンスのステータス
が正常であれば、ロードバランサーをテストできます。詳細については、「ターゲットヘルスステー
タス (p. 54)」を参照してください。

5.

ナビゲーションペインの [Load Balancing] で、[Load Balancers] を選択します。

6.

新しく作成したロードバランサーを選択します。

7.

[Description] (説明) を選択し、ロードバランサーの DNS 名 (my-loadbalancer-1234567890abcdef.elb.us-east-2.amazonaws.com など) をコピーします。インターネットに
接続したウェブブラウザのアドレスフィールドに DNS 名を貼り付けます。すべて適切な場合は、ブ
ラウザにサーバーのデフォルトページが表示されます。

Network Load Balancer の IP アドレスの種類
Network Load Balancer は、クライアントが IPv4 アドレスのみを使用してロードバランサーと通信できる
ように設定する、または IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方 (デュアルスタック) を使用してロードバラ
ンサーと通信 できるように設定することができます。ロードバランサーは、ターゲットグループの IP ア
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ドレスのタイプに基づいてターゲットと通信します。詳細については、「IP アドレスタイプ (p. 12)」
を参照してください。

デュアルスタックの要件
• ロードバランサーの作成時に IP アドレスの種類を設定し、いつでも更新できます。
• ロードバランサーに指定する Virtual Private Cloud (VPC) とサブネットには、IPv6 CIDR ブロックが関
連付けられている必要があります。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガイドの IPv6 アドレスを
参照してください。
• ロードバランサーには、TCP リスナーと TLS リスナーのみが必要です。
• ロードバランサーサブネットのルートテーブルは、IPv6 トラフィックをルーティングする必要がありま
す。
• ロードバランサーサブネットのネットワーク ACL は、IPv6 トラフィックを許可する必要があります。
作成時に IP アドレスの種類を設定するには
ロードバランサーの作成 (p. 16) の説明に従って設定を行います。

IP アドレスを更新するには、コンソールを使用して入力します。
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ます。

4.

[Actions]、[Edit IP address type] を選択します。

5.

[IP address type] で、[ipv4] を選択して IPv4 アドレスのみをサポートするか、[dualstack] を選択して
IPv4 と IPv6 アドレスの両方をサポートします。

6.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用して IP アドレスタイプを更新するには
set-ip-address-type コマンドを使用します。

Network Load Balancer のタグ
タグを使用すると、ロードバランサーを目的、所有者、環境などさまざまな方法で分類することができま
す。
各ロードバランサーに対して複数のタグを追加できます。すでにロードバランサーに関連付けられている
キーを持つタグを追加すると、そのキーの値が更新されます。
タグが不要になったら、ロードバランサーからタグを削除できます。

制限事項
• リソースあたりのタグの最大数 – 50
• キーの最大長 – 127 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 255 文字 (Unicode)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、ス
ペース、および数字と、特殊文字 (+、-、=、.、_、:、/、@) です。ただし、先頭または末尾にはスペー
スを使用しないでください。
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• 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。このプレフィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。

コンソールを使用してロードバランサーのタグを更新するには
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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択します。

4.

[Tags]、[Add/Edit Tags] を選択し、次のうち 1 つ以上を実行します。

5.

a.

タグを更新するには、[Key] と [Value] の値を編集します。

b.

新しいタグを追加するには、[Create Tag] を選択します。[キー] と [値] に値を入力します。使用
できる文字は、文字、スペース、数字 (UTF-8)、および特殊文字 (+-=. _:/@) です。ただし、先頭
または末尾にはスペースを使用しないでください。タグ値は大文字と小文字が区別されます。

c.

タグを削除するには、タグの横にある削除アイコン (X) を選択します。

タグの更新を完了したら、[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してロードバランサーのタグを更新するには
add-tags コマンドと remove-tags コマンドを使用します。

Network Load Balancer を削除する
ロードバランサーが利用可能になると、ロードバランサーの実行時間に応じて 1 時間ごと、または 1 時間
未満の時間について課金されます。不要になったロードバランサーは削除できます。ロードバランサーが
削除されると、ロードバランサーの課金も停止されます。
削除保護が有効になった場合、ロードバランサーを削除することはできません。詳細については、「削除
保護 (p. 14)」を参照してください。
別のサービスで使用中のロードバランサーは削除できません。たとえば、ロードバランサーが VPC エンド
ポイントサービスに関連付けられている場合、関連付けられたロードバランサーを削除するには、まずエ
ンドポイントサービス設定を削除する必要があります。
ロードバランサーを削除すると、そのリスナーも削除されます。ロードバランサーを削除しても、登録済
みターゲットには影響を与えません。たとえば、EC2 インスタンスは実行を続け、ターゲットグループに
登録されたままです。ターゲットグループを削除するには、「ターゲットグループの削除 (p. 67)」を参
照してください。

コンソールを使用してロードバランサーを削除するには
1.

ロードバランサーをポイントするドメインの DNS レコードが存在する場合は、新しい場所にポイン
トして DNS の変更が有効になってから、ロードバランサーを削除します。

2.

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

3.

ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。

4.

ロードバランサーを選択します。

5.

[ Actions] で、[Delete ] を選択します。

6.

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。

AWS CLI を使用してロードバランサーを削除するには
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delete-load-balancer コマンドを使用します。
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Network Load Balancer のリスナー
Network Load Balancer の使用を開始する前に、1 つまたは複数のリスナーを追加する必要があります。リ
スナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リス
ナーに対して定義したルールは、ロードバランサーが 1 つ以上のターゲットグループ内のターゲットにリ
クエストをルーティングする方法を決定します。
詳細については、Elastic Load Balancing ユーザーガイドのルーティングのリクエストを参照してくださ
い。
目次
• リスナーの設定 (p. 23)
• リスナールール (p. 24)
• Network Load Balancer のリスナーを作成する (p. 24)
• Network Load Balancer の TLS リスナー (p. 25)
• Network Load Balancer のリスナーを更新する (p. 35)
• Network Load Balancer の TLS リスナーを更新する (p. 36)
• Network Load Balancer のリスナーを削除する (p. 38)

リスナーの設定
リスナーは次のポートとプロトコルをサポートします。
• プロトコル: TCP、TLS、UDP、TCP_UDP
• ポート: 1 ～ 65535
アプリケーションがビジネスロジックに集中できるように、TLS リスナーを使用して、暗号化および
復号の作業をロードバランサーに任せることができます。リスナープロトコルが TLS の場合は、リス
ナーに SSL サーバー証明書を 1 つだけデプロイする必要があります。詳細については、「Network Load
Balancer の TLS リスナー (p. 25)」を参照してください。
ターゲットがロードバランサーではなく TLS トラフィックを復号化する必要がある場合は、TLS リスナー
を作成する代わりに、ポート 443 に TCP リスナーを作成できます。TCP リスナーを使用すると、ロード
バランサーは暗号化されたトラフィックを復号化せずにターゲットに渡します。
同じポートで TCP と UDP の両方をサポートするには、TCP_UDP リスナーを作成します。TCP_UDP リ
スナーのターゲットグループは、TCP_UDP プロトコルを使用する必要があります。
Dualstack Network Load Balancer の場合、サポートされているプロトコルは、TCP と TLS だけです。
リスナーで WebSockets が利用できます。
設定済みのリスナーに送信されるすべてのネットワークトラフィックが、意図されたトラフィックと
して分類されます。設定済みのリスナーに一致しないネットワークトラフィックが、意図しないトラ
フィックとして分類されます。Type 3 以外の ICMP リクエストも、意図しないトラフィックとみなされま
す。Network Load Balancer は、意図しないトラフィックをターゲットに転送せずにドロップします。新
しい接続またはアクティブな TCP 接続の一部ではない設定済みリスナーのリスナーポートに送信される
TCP データパケットは、TCP リセット (RST) で拒否されます。
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リスナールール
リスナーを作成するときは、ルーティングリクエストのルールを指定します。このルールは、指定された
ターゲットグループにリクエストを転送します。このルールを更新するには、「Network Load Balancer
のリスナーを更新する (p. 35)」を参照してください。

Network Load Balancer のリスナーを作成する
リスナーとは接続リクエストをチェックするプロセスです。ロードバランサーを作成するときにリスナー
を定義し、いつでもロードバランサーにリスナーを追加できます。

前提条件
• リスナールールのターゲットグループを指定する必要があります。詳細については、「」を参照してく
ださいNetwork Load Balancer のターゲットグループを作成する (p. 49)
• TLS リスナーの SSL 証明書を指定する必要があります。ターゲットにリクエストをルーティングする前
に、ロードバランサーはこの証明書を使用して接続を終了し、クライアントからのリクエストを復号し
ます。詳細については、「」を参照してくださいサーバー証明書 (p. 25)

リスナーの追加
クライアントからロードバランサーへの接続用のプロトコルとポート、およびデフォルトのリスナールー
ルのターゲットグループでリスナーを設定します。詳細については、「」を参照してくださいリスナーの
設定 (p. 23)

コンソールを使用してリスナーを追加するには
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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択し、[Listeners] を選択します。

4.

[リスナーの追加] を選択します。

5.

[Protocol:port] で、[TCP]、[UDP]、[TCP_UDP]、または [TLS] を選択します。デフォルトポートのま
まにすることも、別のポートを入力することもできます。Dualstack Network Load Balancer の場合、
サポートされているプロトコルは、TCP と TLS だけです。

6.

[TLS リスナー] [ALPN ポリシー] で、ALPN を有効にするポリシーを選択するか、[なし] を選択して
ALPN を無効にします。詳細については、「」を参照してくださいALPN ポリシー (p. 35)

7.

[Default actions (デフォルトアクション)] で、[Add action (アクションの追加)]、[Forward to (転送先)]
の順に選択し、利用可能なターゲットグループを選択します。

8.

[TLS リスナー] [Security policy (セキュリティポリシー)] で、デフォルトのセキュリティポリシーを保
持することをお勧めします。

9.

[TLS リスナー] [Default SSL certificate (デフォルトの SSL 証明書)] で、次のいずれかを実行します。
• AWS Certificate Manager を使用して証明書を作成またはインポートした場合は、[From ACM (ACM
から)] を選択して、証明書を選択します。
• IAM を使用して証明書をアップロードした場合は、[From IAM] (IAM から) を選択し、証明書を選択
します。

10. [Save] を選択します。
11. (TLS リスナー) SNI プロトコルで使用するオプションの証明書リストを追加するには、証明書リスト
に証明書を追加する (p. 37) を参照してください。
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AWS CLI を使用してリスナーを追加するには
リスナーを作成するには、create-listener コマンドを使用します。

Network Load Balancer の TLS リスナー
TLS リスナーを使用するには、ロードバランサーにサーバー証明書を少なくとも 1 つデプロイする必要が
あります。ロードバランサーはサーバー証明書を使用してフロントエンド接続を終了してから、ターゲッ
トにリクエストを送信する前に、クライアントからのリクエストを復号します。ロードバランサーが復号
化せずに、暗号化されたトラフィックをターゲットに渡す必要がある場合は、TLS リスナーを作成するの
ではなく、ポート 443 で TCP リスナーを作成します。ロードバランサーは、リクエストを復号化せずに
そのままの状態でターゲットに渡します。
Elastic Load Balancing は、セキュリティポリシーと呼ばれる TLS ネゴシエーション設定を使用して、ク
ライアントとロードバランサー間の TLS 接続をネゴシエートします。セキュリティポリシーはプロトコル
と暗号の組み合わせです。プロトコルは、クライアントとサーバーの間の安全な接続を確立し、クライア
ントとロードバランサーの間で受け渡しされるすべてのデータのプライバシーを保証します。暗号とは、
暗号化キーを使用してコード化されたメッセージを作成する暗号化アルゴリズムです。プロトコルは、
複数の暗号を使用し、インターネットを介してデータを暗号化します。接続ネゴシエーションのプロセス
で、クライアントとロードバランサーでは、それぞれサポートされる暗号とプロトコルのリストが優先さ
れる順に表示されます。サーバーのリストで最初にクライアントの暗号と一致した暗号が安全な接続用に
選択されます。
Network Load Balancer は、TLS 再ネゴシエーションまたは相互 TLS 認証 (mTL) をサポートしていませ
ん。mTLS をサポートするには、TLS リスナーの代わりに TCP リスナーを作成します。ロードバランサー
はリクエストをそのまま渡すため、ターゲットに mTL を実装できます。
TLS リスナーを作成するには、リスナーの追加 (p. 24) を参照してください。関連するデモについて
は、Network Load Balancer での TLS サポートおよび Network Load Balancer での SNI サポートを参照し
てください。

サーバー証明書
ロードバランサーには X.509 証明書 (サーバー証明書) が必要です。証明書とは、認証機関 (CA) によって
発行された識別用デジタル形式です。証明書には、認識用情報、有効期間、パブリックキー、シリアル番
号と発行者のデジタル署名が含まれます。
ロードバランサーで使用する証明書を作成するときに、ドメイン名を指定する必要があります。
AWS Certificate Manager(ACM) を使用して、ロードバランサーの証明書を作成することをお勧めしま
す。ACM は Elastic Load Balancing と統合して、ロードバランサーに証明書をデプロイできます。詳細に
ついては、AWS Certificate Manager ユーザーガイドを参照してください。
また、TLS を使用して署名証明書リクエスト (CSR) を作成し、CA から CSR 署名を取得して証明書を発
行して、 にこの証明書をインポートする、あるいは AWS Identity and Access Management (IAM) に証明
書をアップロードすることもできます。詳細については、 AWS Certificate Manager ユーザーガイドの証
明書のインポートまたはIAM ユーザーガイドのサーバー証明書の使用を参照してください 。

Important
2048 ビットより大きい RSA キーまたは EC キーを持つ証明書を Network Load Balancer にイン
ストールすることはできません。

デフォルトの証明書
TLS リスナーを作成するには、厳密に 1 つの証明書を指定する必要があります。この証明書は、default
certificate として知られています。TLS リスナーを作成した後、デフォルトの証明書を置き換えることが
できます。詳細については、「」を参照してくださいデフォルトの証明書の置き換え (p. 36)
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証明書のリスト (p. 26)内の追加の証明書を指定する場合、クライアントがホスト名を指定するために
Server Name Indication (SNI) プロトコルを使用せずに接続した場合、または証明書リストに一致する証明
書がない場合にのみデフォルトの証明書が使用されます。
追加の証明書を指定せずに単一のロードバランサーを介して複数の安全なアプリケーションをホストする
必要がある場合は、ワイルドカード証明書を使用するか、または追加ドメインごとにサブジェクト代替名
(SAN) を証明書に追加できます。

証明書リスト
TLS リスナーを作成すると、デフォルトの証明書と空の証明書リストが作成されます。リスナーの証明書
リストに証明書を追加することもできます。証明書リストを使用すると、ロードバランサーは同じポート
で複数のドメインをサポートし、ドメインごとに異なる証明書を提供できます。詳細については、「証明
書リストに証明書を追加する (p. 37)」を参照してください。
ロードバランサーは、SNI をサポートするスマート証明書の選択アルゴリズムを使用します。クライアン
トから提供されたホスト名が証明書リスト内の単一の証明書と一致する場合、ロードバランサーはこの
証明書を選択します。クライアントが提供するホスト名が証明書リストの複数の証明書と一致する場合、
ロードバランサーはクライアントがサポートできる最適な証明書を選択します。証明書の選択は、次の条
件と順序に基づいて行われます。
• ハッシュアルゴリズム (MD5 よりも SHA が優先)
• キーの長さ (最大が優先)
• 有効期間
ロードバランサーアクセスログエントリは、クライアントが指定したホスト名とクライアントが提出する
証明書を示します。詳細については、「アクセスログのエントリ (p. 79)」を参照してください。

証明書の更新
各証明書には有効期間が記載されています。有効期間が終了する前に、必ずロードバランサーの各証明書
を更新するか、置き換える必要があります。これには、デフォルトの証明書と証明書リスト内の証明書が
含まれます。証明書を更新または置き換えしても、ロードバランサーノードが受信し、正常なターゲット
へのルーティングを保留中の未処理のリクエストには影響しません。証明書更新後、新しいリクエストは
更新された証明書を使用します。証明書置き換え後、新しいリクエストは新しい証明書を使用します。
証明書の更新と置き換えは次のとおりに管理できます。
• AWS Certificate Manager が提供し、ロードバランサーにデプロイされた証明書は、自動的に更新で
きます。ACM は、期限切れになる前に証明書の更新を試みます。詳細については、AWS Certificate
Manager ユーザーガイド の 管理された更新 を参照してください。
• 証明書を ACM にインポートした場合は、証明書の有効期限をモニタリングし、期限切れ前に更新する
必要があります。詳細については、 AWS Certificate Manager ユーザーガイド の 証明書のインポート
を参照してください。
• IAM に証明書をインポートする場合、新しい証明書を作成し、この新しい証明書を ACM あるいは IAM
にインポートします。ロードバランサーにこの新しい証明書を追加し、期限切れの証明書をロードバラ
ンサーから削除します。

セキュリティポリシー
TLS リスナーを作成するときは、セキュリティポリシーを選択する必要があります。必要に応じてセキュ
リティポリシーを更新できます。詳細については、「セキュリティポリシーの更新 (p. 38)」を参照して
ください。
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フロントエンド接続に使用するセキュリティポリシーを選択できます。バックエンド接続で
は、TLS リスナーが TLS 1.3 セキュリティポリシーを使用している場合、ELBSecurityPolicyTLS13-1-0-2021-06 セキュリティポリシーが使用されます。それ以外の場合、バックエンド接続には
ELBSecurityPolicy-2016-08 セキュリティポリシーが使用されます。Network Load Balancer は、カ
スタムセキュリティポリシーをサポートしていません。
Elastic Load Balancing は、Network Load Balancer に対して次のセキュリティポリシーを提供します。
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06*
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Res-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext1-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-Ext2-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-1-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-0-2021-06
• ELBSecurityPolicy-TLS13-1-3-2021-06
• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2020-10
• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-Res-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-1-2-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-1-1-2019-08
• ELBSecurityPolicy-FS-2018-06
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-Ext-2018-06
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-1-2017-01
• ELBSecurityPolicy-2016-08**
• ELBSecurityPolicy-TLS-1-0-2015-04
• ELBSecurityPolicy-2015-05 ( と同じ)ELBSecurityPolicy-2016-08
*TLS リスナーには、ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06 セキュリティポリシーを使用するこ
とが推奨されます。これは、AWS Management Console を使用して作成されたリスナーのデフォルトポ
リシーです。このセキュリティポリシーには TLS 1.3 が含まれています。TLS 1.3 はセキュリティとパ
フォーマンス向けに最適化されていて、TLS 1.2 との下位互換性があります。
**ELBSecurityPolicy-2016-08 は、AWS CLI を使用して作成されたリスナーのデフォルトのセキュリ
ティポリシーです。
前方秘匿性の場合、ELBSecurityPolicy-FS ポリシーまたは ELBSecurityPolicy-TLS13 ポリシー
の 1 つを使用できます。特定の TLS プロトコルバージョンを無効にする必要があるコンプライアンスおよ
びセキュリティ標準を満たす場合、または廃止された暗号を必要とするレガシークライアントをサポート
する場合は、ELBSecurityPolicy-TLS ポリシーの 1 つを使用します。TLS バージョン 1.0 を必要とす
るのは、一部のインターネットクライアントのみです。
Network Load Balancer に送信される TLS リクエストに関するアクセスログを有効にすると、TLS トラ
フィックパターンを分析してセキュリティポリシーのアップグレードを管理することや問題のトラブル
シューティングを行うことができます。詳細については、「アクセスログ (p. 78)」および「Network
Load Balancer のクエリ例」を参照してください。

TLS1.3 セキュリティポリシー
推奨されるポリシー (ELBSecurityPolicy-TLS13-1-2-2021-06) と他の TLS 1.3 ポリシーを次の表に
示します。見出し行に収まるようにポリシー名から ELBSecurityPolicy- プレフィックスが削除されて
います。
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セキュリ
ティポリ
シー

TLS Protocols
ProtocolTLSv1

✓

ProtocolTLSv1.1
ProtocolTLSv1.2

✓

ProtocolTLSv1.3

✓

TLSAES-128GCMSHA256
TLSAES-256GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TLS✓
CHACHA20POLY1305SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

TLS Ciphers

ECDHEECDSAAES128GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES128GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓
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セキュリ
ティポリ
シー

ECDHERSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128SHA

✓

✓

✓

ECDHERSAAES128SHA

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES256GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES256SHA

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256SHA

✓

✓

✓
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セキュリ
ティポリ
シー

AES128GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

AES128SHA256

✓

✓

✓

✓

AES128SHA

✓

✓

✓

AES256GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

AES256SHA256

✓

✓

✓

✓

AES256SHA

✓

✓

✓

AWS CLI を使用して、ロードバランサーのセキュリティポリシーの設定を表示するには、describe-sslpolicies コマンドを使用します。AWS CLI のデフォルトポリシーは、ELBSecurityPolicy-2016-08 で
す。AWS CLI を使用して TLS 1.3 セキュリティポリシーにアップグレードするには、create-listener およ
び modify-listener コマンドとともに ssl-policy パラメータを使用します。

FS セキュリティポリシー
次の表では、デフォルトポリシー ELBSecurityPolicy-2016-08 (AWS CLI のデフォルト) および
ELBSecurityPolicy-FS ポリシーについて説明します。ELBSecurityPolicy- プレフィックスは、見
出し行に収まるようにポリシー名から削除されています。
セキュリ
ティポリ
シー

TLS Protocols
ProtocolTLSv1

✓

✓
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セキュリ
ティポリ
シー

ProtocolTLSv1.1

✓

✓

✓

ProtocolTLSv1.2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES128GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES128SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

TLS Ciphers

✓

✓
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セキュリ
ティポリ
シー

ECDHERSAAES256GCMSHA384

✓

ECDHEECDSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHERSAAES256SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256SHA

✓

✓

✓

✓

AES128GCMSHA256

✓

AES128SHA256

✓

AES128SHA

✓

AES256GCMSHA384

✓

AES256SHA256

✓

AES256SHA

✓
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TLS セキュリティポリシー
以下の表では、デフォルトのポリシー ELBSecurityPolicy-2016-08 (AWS CLI のデフォルト) およ
び ELBSecurityPolicy-TLS ポリシーについて説明します。見出し行に収まるようにポリシー名から
ELBSecurityPolicy- プレフィックスが削除されています。
セキュリティポ
リシー

TLS Protocols
Protocol-TLSv1

✓

✓

ProtocolTLSv1.1

✓

ProtocolTLSv1.2

✓

✓

ECDHE✓
ECDSAAES128- GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSA✓
AES128- GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSAAES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES128-SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSAAES128-SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHE✓
ECDSAAES256- GCMSHA384

✓

✓

✓

TLS Ciphers

✓
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セキュリティポ
リシー

ECDHE-RSA✓
AES256- GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSAAES256SHA384

✓

✓

✓

✓

✓

ECDHE-RSAAES256-SHA

✓

✓

✓

✓

ECDHEECDSAAES256-SHA

✓

✓

✓

✓

AES128-GCMSHA256

✓

✓

✓

✓

✓

AES128SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

AES128-SHA

✓

✓

✓

✓

AES256-GCMSHA384

✓

✓

✓

✓

✓

AES256SHA256

✓

✓

✓

✓

✓

AES256-SHA

✓

✓

✓

✓

DES-CBC3SHA

✓

*DES-CBC3-SHA 暗号 (弱い暗号) を必要とするレガシークライアントをサポートする必要がない限り、こ
のポリシーは使用しないでください。
AWS CLI を使用して、ロードバランサーのセキュリティポリシーの設定を表示するには、describe-sslpolicies コマンドを使用します。
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ALPN ポリシー
Application-Layer Protocol Negotiation (ALPN) は、初期 TLS ハンドシェイク hello メッセージで送信され
る TLS 拡張機能です。ALPN を使用すると、アプリケーションレイヤーは HTTP/1 や HTTP/2 などのセ
キュアな接続上で使用するプロトコルをネゴシエートできます。
クライアントが ALPN 接続を開始すると、ロードバランサーはクライアントの ALPN 設定リストを ALPN
ポリシーと比較します。クライアントが ALPN ポリシーからのプロトコルをサポートしている場合、ロー
ドバランサーは ALPN ポリシーの設定リストに基づいて接続を確立します。それ以外の場合、ロードバラ
ンサーは ALPN を使用しません。

サポートされている ALPN ポリシー
サポートされている ALPN ポリシーは次のとおりです。
HTTP1Only
HTTP/1.* のみをネゴシエートします。ALPN 設定リストは http/1.1、http/1.0 です。
HTTP2Only
HTTP/2 のみをネゴシエートします。ALPN 設定リストは h2 です。
HTTP2Optional
HTTP/2 よりも HTTP/1.* を優先します (これは HTTP/2 テストに役立ちます)。ALPN 設定リストは
http/1.1、http/1.0、h2 です。
HTTP2Preferred
HTTP/1.* よりも HTTP/2 を優先します。ALPN 設定リストは、h2、http/1.1、http/1.0 です。
None
ALPN をネゴシエートしないでください。これがデフォルト値です。
ALPN 接続を有効にする
TLS リスナーを作成または変更するときに、ALPN 接続を有効にできます。詳細については、「リスナー
の追加 (p. 24)」および「ALPN ポリシーの更新 (p. 38)」を参照してください。

Network Load Balancer のリスナーを更新する
リスナーポート、リスナープロトコル、またはデフォルトのリスナールールを更新できます。デフォルト
リスナールールは、指定されたターゲットグループにリクエストを転送します。
TCP または UDP から TLS にプロトコルを変更した場合、セキュリティポリシーとサーバー証明書を指定
する必要があります。TLS から TCP または UDP にプロトコルを変更した場合、セキュリティポリシーと
サーバー証明書は削除されます。
デフォルトアクションのターゲットグループを変更しても、元のターゲットグループ内のターゲットへの
アクティブな接続には影響しません。ターゲットを登録解除したときのように、接続はドレーンされたり
終了したりしません。

コンソールを使用してリスナーを更新するには
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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。
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3.

ロードバランサーを選択し、[Listeners] を選択します。

4.

リスナーのチェックボックスをオンにしてから、[編集] を選択します。

5.

(オプション) [プロトコル: ポート] の指定された値を変更します。

6.

(オプション) 鉛筆アイコンをクリックし、[デフォルトアクション] の別のターゲットグループを選択
します。

7.

[Update (更新)] を選択します。

AWS CLI を使用してリスナーを更新するには
modify-listener コマンドを使用します。

Network Load Balancer の TLS リスナーを更新する
TLS リスナーを作成すると、デフォルトの証明書の置き換え、証明書リストからの証明書の追加または削
除、セキュリティポリシーの更新、または ALPN ポリシーの更新を行うことができます。
制限
2048 ビットより大きい RSA キーまたは EC キーを持つ証明書を Network Load Balancer にインストール
することはできません。
タスク
• デフォルトの証明書の置き換え (p. 36)
• 証明書リストに証明書を追加する (p. 37)
• 証明書リストから証明書を削除する (p. 37)
• セキュリティポリシーの更新 (p. 38)
• ALPN ポリシーの更新 (p. 38)

デフォルトの証明書の置き換え
次の手順で TLS リスナーのデフォルトの証明書を置き換えることができます。詳細については、「」を参
照してくださいデフォルトの証明書 (p. 25)

コンソールを使用してデフォルトの証明書を置き換えるには
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 [LOAD BALANCING] 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、[Listeners] を選択します。

4.

リスナーのチェックボックスを選択して、[編集] を選択します。

5.

[Default SSL certificate (デフォルトの SSL 証明書)] で、次のいずれかを実行します。
• AWS Certificate Manager を使用して証明書を作成またはインポートした場合は、[From ACM (ACM
から)] を選択して、証明書を選択します。
• IAM を使用して証明書をアップロードした場合は、[From IAM] (IAM から) を選択し、証明書を選択
します。

6.

[Update (更新)] を選択します。

AWS CLI を使用してデフォルトの証明書を置き換えるには
modify-listener コマンドを使用して、--certificates オプションを指定します。
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証明書リストに証明書を追加する
次の手順でリスナーの証明書リストに証明書を追加できます。最初に TLS リスナーを作成したときは、証
明書リストは空です。1 つ以上の証明書を追加できます。デフォルトの証明書として置き換えても、この
証明書が SNI プロトコルで使用されるように、デフォルトの証明書をオプションで追加できます。詳細に
ついては、「」を参照してください証明書リスト (p. 26)

コンソールを使用して証明書リストに証明書を追加するには
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 [LOAD BALANCING] 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、[Listeners] を選択します。

4.

HTTPS リスナーを更新するには、[証明書の表示/編集] を選択します。デフォルトの証明書を先頭
に、リスナーに追加したそのほかのすべての証明書が表示されます。

5.

ACM と IAM によって管理されるそのほかすべての証明書に続いてデフォルトの証明書を表示する
[Add certificates] (証明書の追加) アイコン (プラス記号) をメニューバーで選択します。リスナーにす
でに証明書を追加した場合は、そのチェックボックスが選択され無効になっています。

6.

ACM または IAM によって既に管理されている証明書を追加するには、その証明書のチェックボック
スを選択して [Add] (追加) を選択します。

7.

ACM または IAM が管理していない証明書がある場合は、その証明書を ACM にインポートし、次のと
おりにリスナーに追加します。

8.

a.

[証明書のインポート] を選択します。

b.

証明書のプライベートキーの場合、PEM エンコードされ、暗号化されていないプライベートキー
を証明書に貼り付けます。

c.

[証明書本文] では、PEM エンコードされた証明書を貼り付けます。

d.

(オプション) [証明書チェーン] では、PEM エンコードされた証明書チェーンを貼り付けます。

e.

[Import] を選択します。新規にインポートされた証明書は、選択された利用可能な証明書リスト
に表示されます。

f.

[Add] (追加) をクリックします。

この画面をそのままにして、メニューバーの [Back to the load balancer (ロードバランサーに戻る)] ア
イコン (戻るボタン) を選択します。

AWS CLI を使用して証明書リストに証明書を追加するには
add-listener-certificates コマンドを使用します。

証明書リストから証明書を削除する
次の手順で TLS リスナーの証明書リストから証明書を削除できます。TLS リスナーのデフォルトの証明書
を削除するには、デフォルトの証明書の置き換え (p. 36) を参照してください。

コンソールを使用して証明書リストから証明書を削除するには
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 [LOAD BALANCING] 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、[Listeners] を選択します。

4.

リスナーを更新するには、[証明書の表示/編集] を選択します。デフォルトの証明書を先頭に、リス
ナーに追加したそのほかのすべての証明書が表示されます。

5.

メニューバーで [証明書の削除] アイコン (マイナス記号) を選択します。

6.

証明書のチェックボックスを選択して、[Remove (削除)] を選択します。
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7.

この画面をそのままにして、メニューバーの [Back to the load balancer (ロードバランサーに戻る)] ア
イコン (戻るボタン) を選択します。

AWS CLI を使用して証明書リストから証明書を削除するには
remove-listener-certificates コマンドを使用します。

セキュリティポリシーの更新
TLS リスナーを作成するときに、ニーズを満たすセキュリティポリシーを選択できます。新しいセキュ
リティのポリシーを追加したら、TLS リスナーを更新して新しいセキュリティポリシーを使用できま
す。Network Load Balancer は、カスタムセキュリティポリシーをサポートしていません。詳細について
は、「」を参照してくださいセキュリティポリシー (p. 26)

コンソールを使用してセキュリティポリシーを更新するには
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 [LOAD BALANCING] 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、[Listeners] を選択します。

4.

TLS リスナーのチェックボックスをオンにして、[編集] を選択します。

5.

[Security policy (セキュリティポリシー)] で、セキュリティポリシーを選択します。

6.

[Update (更新)] を選択します。

AWS CLI を使用してセキュリティポリシーを更新するには
modify-listener コマンドを使用して、--ssl-policy オプションを指定します。

ALPN ポリシーの更新
次の手順を使用して、TLS リスナーの ALPN ポリシーを更新できます。詳細については、「」を参照して
くださいALPN ポリシー (p. 35)

コンソールを使用して ALPN ポリシーを更新するには
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 [LOAD BALANCING] 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、[Listeners] を選択します。

4.

TLS リスナーのチェックボックスをオンにして、[編集] を選択します。

5.

[ALPN ポリシー] の場合は、ALPN を有効にするポリシーを選択するか、[なし] を選択して ALPN を無
効にします。

6.

[Update (更新)] を選択します。

AWS CLI を使用して ALPN ポリシーを更新するには
modify-listener コマンドを使用して、--alpn-policy オプションを指定します。

Network Load Balancer のリスナーを削除する
リスナーの削除はいつでも行うことができます。
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コンソールを使用してリスナーを削除するには
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 [LOAD BALANCING] で [Load Balancers] を選択します。
ロードバランサーを選択し、[Listeners] を選択します。リスナーのチェックボックスをオンにして、
[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、[Yes、Delete] を選択します。

4.

AWS CLI を使用してリスナーを削除するには
delete-listener コマンドを使用します。
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Network Load Balancers のターゲッ
トグループ
各ターゲットグループは、1 つ以上の登録されているターゲットにリクエストをルーティングするために
使用されます。リスナーを作成するときは、デフォルトアクションのターゲットグループを指定します。
トラフィックは、リスナー規則で指定されたターゲットグループに転送されます。さまざまなタイプのリ
クエストに応じて別のターゲットグループを作成できます。たとえば、一般的なリクエスト用に 1 つの
ターゲットグループを作成し、アプリケーションのマイクロサービスへのリクエスト用に別のターゲット
グループを作成できます。詳細については、「」を参照してくださいNetwork Load Balancer のコンポー
ネント (p. 1)
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単位で定義します。各ターゲットグルー
プはデフォルトのヘルスチェック設定を使用します。ただし、ターゲットグループを作成したときや、
後で変更したときに上書きした場合を除きます。リスナーのルールでターゲットグループを指定すると、
ロードバランサーは、ロードバランサーで有効なアベイラビリティーゾーンにある、ターゲットグルー
プに登録されたすべてのターゲットの状態を継続的にモニタリングします。ロードバランサーは、正常な
登録済みターゲットにリクエストをルーティングします。詳細については、「」を参照してくださいター
ゲットグループのヘルスチェック (p. 52)
目次
• ルーティング設定 (p. 40)
• [Target type (ターゲットタイプ)] (p. 41)
• IP アドレスタイプ (p. 42)
• 登録済みターゲット (p. 43)
• ターゲットグループの属性 (p. 43)
• クライアント IP の保存 (p. 44)
• 登録解除の遅延 (p. 46)
• Proxy Protocol (p. 47)
• スティッキーセッション (p. 49)
• Network Load Balancer のターゲットグループを作成する (p. 49)
• ターゲットグループのヘルスチェック (p. 52)
• ターゲットグループへのターゲットの登録 (p. 57)
• ターゲットとしての Application Load Balancer (p. 62)
• ターゲットグループのタグ (p. 66)
• ターゲットグループの削除 (p. 67)

ルーティング設定
デフォルトでは、ロードバランサーはターゲットグループの作成時に指定したプロトコルとポート番号
を使用して、リクエストをターゲットにルーティングします。または、ターゲットグループへの登録時に
ターゲットへのトラフィックのルーティングに使用されるポートを上書きすることもできます。
Network Load Balancer のターゲットグループは、次のプロトコルとポートをサポートします。
• プロトコル: TCP、TLS、UDP、TCP_UDP
• ポート: 1 ～ 65535
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ターゲットグループに TLS プロトコルが設定されている場合、ロードバランサーは、ターゲットにイン
ストールした証明書を使用して、ターゲットと TLS 接続を確立します。ロードバランサーはこれらの証
明書を検証しません。したがって、自己署名証明書または期限切れの証明書を使用できます。ロードバラ
ンサーは仮想プライベートクラウド (VPC) 内にあるため、ロードバランサーとターゲット間のトラフィッ
クはパケットレベルで認証されるため、ターゲットの証明書が有効でない場合でも、中間者攻撃やスプー
フィングのリスクはありません。
次の表は、リスナープロトコルとターゲットグループの設定のサポートされている組み合わせをまとめた
ものです。
リスナープロト
コル

ターゲットグループプ
ロトコル

ターゲットグループの種類

ヘルスチェックプロト
コル

TCP

TCP | TCP_UDP

インスタンス | ip

HTTP | HTTPS | TCP

TCP

TCP

alb

HTTP | HTTPS

TLS

TCP | TLS

インスタンス | ip

HTTP | HTTPS | TCP

UDP

UDP | TCP_UDP

インスタンス | ip

HTTP | HTTPS | TCP

TCP_UDP

TCP_UDP

インスタンス | ip

HTTP | HTTPS | TCP

[Target type (ターゲットタイプ)]
ターゲットグループを作成するときは、そのターゲットの種類を指定します。ターゲットの種類は、ター
ゲットの指定方法を決定します。ターゲットグループを作成した後で、ターゲットタイプを変更すること
はできません。
可能なターゲットの種類は次のとおりです。
instance
インスタンス ID で指定されたターゲット。
ip
IP アドレスで指定されたターゲット。
alb
ターゲットは Application Load Balancer です。
ターゲットの種類が ip の場合、次のいずれかの CIDR ブロックから IP アドレスを指定できます。
• ターゲットグループの VPC のサブネット
• 10.0.0.0/8 (RFC 1918)
• 100.64.0.0/10 (RFC 6598)
• 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
• 192.168.0.0/16 (RFC 1918)

Important
パブリックにルーティング可能な IP アドレスは指定できません。
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サポートされているすべての CIDR ブロックによって、次のターゲットをターゲットグループに登録でき
ます。
• ClassicLink インスタンス 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
「ClassicLink」を参照してください。
• IP アドレスとポート (例: データベース) でアドレス可能な AWS リソース。
• AWS Direct Connect または Site-to-Site VPN 接続を介して AWS にリンクされたオンプレミスのリソー
ス
ターゲットグループでクライアント IP の保存が無効化されている場合、ロードバランサーは Network
Load Balancer の IP アドレスと一意のターゲット (IP アドレスとポート) の組み合わせごとに 1 分あたり
約 55,000 の接続をサポートできます。これらの接続数を超えた場合、ポート割り当てエラーが発生する
可能性が高くなります。ポート割り当てエラーが発生した場合は、ターゲットグループにさらに多くの
ターゲットを追加します。
共有 Amazon VPC で (参加者として) Network Load Balancer を起動した場合、登録できるのは、共有され
ているサブネット内のターゲットだけです。
ターゲットタイプが alb の場合、単一の Application Load Balancer をターゲットとして登録できます。詳
細については、「ターゲットとしての Application Load Balancer (p. 62)」を参照してください。
Network Load Balancer は、lambda ターゲットタイプをサポートしていません。Application Load
Balancer は、lambda ターゲットタイプをサポートする唯一のロードバランサーです。詳細について
は、Application Load Balancer ユーザーガイドのターゲットとしての Lambda 関数を参照してください。
Network Load Balancer に登録されているインスタンスでマイクロサービスを使用している場合、ロード
バランサーを使用してインスタンス間の通信を提供することはできません。ただし、ロードバランサーが
インターネット向けであるか、インスタンスが IP アドレスで登録されている場合は除きます。詳しくは、
「ターゲットからそのロードバランサーへのリクエストが接続タイムアウトになる (p. 89)」を参照して
ください。

リクエストのルーティングと IP アドレス
インスタンス ID を使用してターゲットを指定すると、トラフィックはインスタンスのプライマリネット
ワークインターフェイスで指定されたプライマリプライベート IP アドレスを使用して、インスタンスに
ルーティングされます。ロードバランサーは、データパケットの宛先 IP アドレスを書き換えてから、ター
ゲットインスタンスに転送します。
IP アドレスを使用してターゲットを指定する場合は、1 つまたは複数のネットワークインターフェイスか
らのプライベート IP アドレスを使用して、トラフィックをインスタンスにルーティングできます。これに
より、インスタンスの複数のアプリケーションが同じポートを使用できるようになります。各ネットワー
クインターフェイスはそれぞれ独自のセキュリティグループを割り当てることができます。ロードバラン
サーは、宛先 IP アドレスを書き換えてから、ターゲットに転送します。
インスタンスへのトラフィックの許可の詳細については、ターゲットセキュリティグループ (p. 57) を
参照してください。

IP アドレスタイプ
新しいターゲットグループを作成するときは、ターゲットグループの IP アドレスタイプを選択できます。
これは、ターゲットとの通信、およびそれらのヘルスステータスのチェックに使用される IP バージョンを
制御します。
Network Load Balancer は、IPv4 ターゲットグループと IPv6 ターゲットグループの両方をサポートし
ます。デフォルトで選択されるのは IPv4 です。IPv6 ターゲットグループは、Dualstack Network Load
Balancer にのみ関連付けることができます。
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考慮事項
• ターゲットグループ内のすべての IP アドレスは、同じ IP アドレスタイプである必要があります。例え
ば、IPv4 ターゲットを IPv6 ターゲットグループに登録することはできません。
• IPv6 ターゲットグループは、TCP または TLS リスナーを使用した dualstack ロードバランサーのみ
で使用できます。
• IPv6 ターゲットグループは、IP タイプのターゲットのみをサポートします。

登録済みターゲット
ロードバランサーは、クライアントにとって単一の通信先として機能し、正常な登録済みターゲットに受
信トラフィックを分散します。各ターゲットグループでは、ロードバランサーが有効になっている各アベ
イラビリティーゾーンで少なくとも 1 つのターゲットが登録されている必要があります。各ターゲット
は、1 つ以上のターゲットグループに登録できます。
アプリケーションの需要が高まった場合、需要に対処するため、1 つまたは複数のターゲット グループに
追加のターゲットを登録できます。ロードバランサーは、登録プロセスが完了するとすぐに、新しく登録
したターゲットへのトラフィックのルーティングを開始します。
アプリケーションの需要が低下した場合や、ターゲットを保守する必要がある場合、ターゲットグループ
からターゲットを登録解除することができます。ターゲットを登録解除するとターゲットグループから削
除されますが、ターゲットにそれ以外の影響は及びません。登録解除するとすぐに、ロードバランサーは
ターゲットへのトラフィックのルーティングを停止します。ターゲットは、未処理のリクエストが完了す
るまで draining 状態になります。トラフィックの受信を再開する準備ができると、ターゲットをター
ゲットグループに再度登録することができます。
インスタンス ID でターゲットを登録する場合は、Auto Scaling グループでロードバランサーを使用できま
す。Auto Scaling グループにターゲットグループをアタッチすると、ターゲットの起動時に Auto Scaling
によりターゲットグループにターゲットが登録されます。詳細については、 Amazon EC2 Auto Scaling
ユーザーガイドのAuto Scaling グループへのロードバランサーのアタッチを参照してください。

要件と考慮事項
• インスタンスで使用されているインスタンスタイプが
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1 のいずれかである場
合、インスタンス ID でインスタンスを登録することはできません。
• ロードバランサー VPC (同じリージョンまたは異なるリージョン) とピア接続されている VPC にインス
タンスがある場合、そのインスタンスをインスタンス ID で登録することはできません。このようなイン
スタンスは IP アドレスで登録できます。
• ターゲットを IP アドレスで登録し、その IP アドレスがロードバランサーと同じ VPC にある場合、ロー
ドバランサーは、到達可能なサブネットからターゲットがアクセスしていることを確認します。
• ロードバランサーは、有効になっているアベイラビリティーゾーン内のターゲットのみにトラフィック
をルーティングします。有効になっていないゾーン内のターゲットは使用されません。
• UDP および TCP_UDP ターゲットグループの場合、インスタンスがロー
ドバランサー VPC の外部に存在するか、インスタンスタイプとして
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1 のいずれかを使用して
いるときは、IP アドレスでインスタンスを登録しないでください。ロードバランサー VPC の外部に存
在するか、サポートされていないインスタンスタイプを使用するターゲットは、ロードバランサーから
のトラフィックを受信できても、応答できない場合があります。

ターゲットグループの属性
ターゲット グループの属性は次のとおりです。
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deregistration_delay.timeout_seconds
登録解除するターゲットの状態が draining から unused に変わるのを Elastic Load Balancing が待
機する時間。範囲は 0 ～ 3600 秒です。デフォルト値は 300 秒です。
deregistration_delay.connection_termination.enabled
ロードバランサーが登録解除タイムアウトの終了時に接続を終了するかどうかを示します。値は
true または false です。デフォルト: false。
preserve_client_ip.enabled
クライアント IP の保存が有効かどうかを示します。値は true または false です。ターゲットグ
ループの種類が IP アドレスで、ターゲットグループプロトコルが TCP または TLS の場合、デフォル
トは無効です。それ以外の場合、デフォルトは有効です。UDP および TCP_UDP ターゲットグループ
のクライアント IP 保存を無効にすることはできません。
proxy_protocol_v2.enabled
Proxy Protocol バージョン 2 が有効になっているかどうかを示します。Proxy Protocol は、デフォル
トで無効になっています。
stickiness.enabled
スティッキーセッションが有効かどうかを示します。
stickiness.type
維持の種類です。有効な値は source_ip です。

クライアント IP の保存
Network Load Balancer は、リクエストをバックエンドターゲットにルーティングするときに、クライ
アントのソース IP アドレスを保持できます。クライアント IP の保存を無効にした場合、Network Load
Balancer のプライベート IP アドレスは、すべての受信トラフィックのクライアント IP になります。
デフォルトでは、UDP プロトコルと TCP_UDP プロトコルを使用するインスタンスおよび IP タイプの
ターゲットグループに対して、クライアント IP の保存が有効になっています (無効にすることはできませ
ん)。ただし、preserve_client_ip.enabled ターゲットグループ属性を使用して、TCP および TLS
ターゲットグループのクライアント IP の保存を有効または無効にできます。

デフォルト設定
• インスタンスタイプのターゲットグループ: 有効
• IP タイプのターゲットグループ (UDP、TCP_UDP): 有効
• IP タイプのターゲットグループ (TCP、TLS): 無効

要件と考慮事項
• クライアント IP の保存が有効な場合、ターゲットは Network Load Balancer と同じ VPC にある必要が
あり、トラフィックは Network Load Balancer からターゲットに直接フローする必要があります。
• ターゲットが Network Load Balancer と同じ VPC にあっても、トラフィックがゲートウェイロードバ
ランサーエンドポイントを介してルーティングされる場合、クライアント IP の保存はサポートされませ
ん。
• インスタンスタイプが C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1
である場合、クライアント IP 保存をサポートしません。クライアント IP 保存を無効にして、これらの
インスタンスタイプを IP アドレスとして登録することをお勧めします。
• クライアント IP の保存は、AWS PrivateLink からのインバウンドトラフィックには影響しません。AWS
PrivateLinkトラフィックの送信元 IP は、常に Network Load Balancer のプライベート IP アドレスで
す。
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• ターゲットグループに、AWS PrivateLink ENI または別のNetwork Load Balancer の ENI が含まれている
場合、クライアント IP の保存はサポートされません。これにより、それらのターゲットとの通信が失わ
れます。
• クライアント IP 保存は、IPv6 から IPv4 に変換されたトラフィックには影響しません。このタイプのト
ラフィックの送信元 IP は、常に Network Load Balancer のプライベート IP アドレスです。
• Application Load Balancer タイプでターゲットを指定すると、すべての着信トラフィックのクライ
アント IP が Network Load Balancer によって保存され、Application Load Balancer に送信されま
す。次に、Application Load Balancer は、それをターゲットに送信する前にクライアント IP を XForwarded-For リクエストに追加します。
• クライアント IP 保存の変更は、新しい TCP 接続に対してのみ有効です。
• クライアント IP の保存が有効な場合、ターゲットで確認されたソケットの再利用に関連する TCP/IP 接
続の制限が発生することがあります。これらの接続制限が発生する可能性があるのは、クライアント、
またはクライアントの前面にある NAT デバイスが、複数のロードバランサーノードに同時に接続する
際に、同じ送信元 IP アドレスと送信元ポートを使用する場合です。ロードバランサーがこれらの接続を
同じターゲットにルーティングする場合、接続は同じ送信元ソケットからの接続のようにターゲットに
表示され、それにより接続エラーが発生します。この場合、クライアントは再試行 (接続が失敗した場
合)、または再接続 (接続が中断した場合) できます。このタイプの接続エラーは、送信元の一時ポートの
数を増やすか、ロードバランサーのターゲット数を増やすことによって減らすことができます。このタ
イプの接続エラーは、クライアント IP の保存を無効にするか、クロスゾーン負荷分散を無効にすること
で防止できます。
• Network Load Balancer は一意の各ターゲット (IP アドレスとポート) に対して 55,000 の同時接続ま
たは 1 分あたり約 55,000 の接続をサポートします。これらの接続数を超えた場合、ポート割り当て
エラーが発生する可能性が高くなり、新しい接続を確立できなくなることがあります。ポート割り当
てエラーは、PortAllocationErrorCount メトリクスを使用して追跡できます。ポート割り当てエ
ラーを修正するには、ターゲットグループにさらに多くのターゲットを追加します。詳細については、
「Network Load Balancer の CloudWatch メトリクス (p. 68)」を参照してください。
New console

新しいコンソールを使用してクライアント IP 保存を設定するには
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 [ 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。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[Attributes] タブで、[Edit] を選択します。

5.

クライアント IP 保存を有効にするには、[ クライアントIPアドレスの保持 ]を選択します。クライ
アント IP 保存を無効にするには、[ クライアント IP アドレスの保持 ] をオフにします。

6.

[Save changes] を選択します。

Old console

古いコンソールを使用してクライアント IP 保存を設定するには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループを選択し、[ 説明 ]、[ 属性の編集] の順に選択します。

4.

クライアント IP 保存を有効にするには、[ クライアントIPアドレスの保持 ]を選択します。クライ
アント IP 保存を無効にするには、[ クライアント IP アドレスの保持 ] をオフにします。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してクライアント IP 保存を有効または無効にするには
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preserve_client_ip.enabled 属性を指定して modify-target-group-attributes コマンドを使用します。
たとえば、次のコマンドを使用して、クライアント IP 保存を無効にします。
aws elbv2 modify-target-group-attributes --attributes
Key=preserve_client_ip.enabled,Value=false --target-group-arn ARN

出力は次の例のようになります。
{

}

"Attributes": [
{
"Key": "proxy_protocol_v2.enabled",
"Value": "false"
},
{
"Key": "preserve_client_ip.enabled",
"Value": "false"
},
{
"Key": "deregistration_delay.timeout_seconds",
"Value": "300"
}
]

登録解除の遅延
ターゲットを登録解除すると、ロードバランサーはターゲットへの新しい接続の作成を停止します。ロー
ドバランサーは Connection Draining を使用して、既存の接続での処理中のトラフィックを完了させま
す。登録解除されたターゲットが正常であり、既存の接続がアイドル状態でない場合、ロードバランサー
はそのターゲットのトラフィックの送信を継続することができます。既存の接続が確実に終了されるよう
にするには、以下を行います。接続終了のターゲットグループ属性を有効にする、インスタンスの登録を
解除する前にインスタンスが異常であることを確認する、クライアント接続を定期的に閉じる。
登録解除するターゲットの初期状態は draining です。デフォルトでは、ロードバランサーは登録解除す
るターゲットの状態を 300 秒後に unused に変更します。登録解除するターゲットの状態が unused に変
わるのをロードバランサーが待機する時間の長さを変更するには、登録解除の遅延値を更新します。リク
エストを確実に完了するには、120 秒以上の値を指定することをお勧めします。
接続終了のターゲットグループ属性を有効にすると、登録解除されたターゲットへの接続は、登録解除タ
イムアウトの終了直後に閉じられます。
New console

新しいコンソールを使用して登録解除属性を更新するには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[Attributes] タブで、[Edit] を選択します。

5.

登録解除タイムアウトを変更するには、[登録解除の遅延 ] に新しい値を入力します。ターゲット
の登録解除後に既存の接続が閉じられるようにするには、「登録解除時に接続終了」を選択しま
す。
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6.

[Save changes] を選択します。

Old console

古いコンソールを使用して登録解除属性を更新するには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループを選択し、[ 説明 ]、[ 属性の編集] の順に選択します。

4.

登録解除タイムアウトを変更するには、[登録解除の遅延 ] に新しい値を入力します。ターゲット
の登録解除後に既存の接続が閉じられるようにするには、「登録解除時に接続終了」を選択しま
す。

5.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用して登録解除属性を更新するには
modify-target-group-attributes コマンドを使用します。

Proxy Protocol
Network Load Balancer は、プロキシプロトコルバージョン 2 を使用して、送信元と送信先などの追加
の接続情報を送信します。Proxy Protocol バージョン 2 は、Proxy Protocol ヘッダーのバイナリエンコー
ドを提供します。ロードバランサーは TCP データにプロキシプロトコルヘッダーを付加します。既存
のデータは破棄または上書きされません。これには、ネットワークパスのクライアントまたは他のプロ
キシ、ロードバランサー、またはサーバーによって送信されたプロキシプロトコルヘッダーが含まれま
す。したがって、複数のプロキシプロトコルヘッダーを受け取ることができます。また、Network Load
Balancer の外部のターゲットへの別のネットワークパスが存在する場合、最初のプロキシプロトコルヘッ
ダーは、Network Load Balancer からのものでない可能性があります。
IP アドレスでターゲットを指定すると、アプリケーションに提供される送信元 IP アドレスは、ターゲッ
トグループのプロトコルに応じて次のように異なります。
• TCP および TLS: 送信元 IP アドレスは、ロードバランサーノードのプライベート IP アドレスです。ク
ライアントの IP アドレスが必要な場合は、Proxy Protocol を有効にし、Proxy Protocol ヘッダーからク
ライアント IP アドレスを取得します。
• UDP および TCP_UDP: 送信元 IP アドレスは、クライアントの IP アドレスです。
インスタンス ID でターゲットを指定すると、アプリケーションに提供される送信元 IP アドレスは、ク
ライアントの IP アドレスになります。ただし、必要に応じて Proxy Protocol を有効にし、Proxy Protocol
ヘッダーからクライアント IP アドレスを取得できます。

ヘルスチェックの接続
Proxy Protocol を有効にした後、Proxy Protocol ヘッダーも、ロードバランサーからのヘルスチェック接続
に含まれます。ただし、ヘルスチェック接続では、クライアント接続情報は Proxy Protocol ヘッダーでは
送信されません。

VPC エンドポイントサービス
VPC エンドポイントサービスを通じたサービスコンシューマーからのトラフィックの場合、アプリケー
ションに提供される送信元の IP アドレスは、ロードバランサーノードのプライベート IP アドレスです。

47

Elastic Load Balancing Network Load Balancer
Proxy Protocol の有効化

アプリケーションでサービスコンシューマーの IP アドレスが必要な場合は、Proxy Protocol を有効に
し、Proxy Protocol ヘッダーからその IP アドレスを取得します。
Proxy Protocol ヘッダーには、エンドポイントの ID も含まれています。この情報は、次のようにカスタム
Type-Length-Value (TLV) ベクトルを使用してエンコードされます。
フィールド

長さ (オクテット単位)

説明

タイプ

1

PP2_TYPE_AWS (0xEA)

長さ。

2

値の長さ

値

1

PP2_SUBTYPE_AWS_VPCE_ID (0x01)

変数 (値の長さから 1 を引いた値)

エンドポイントの ID

TLV タイプ 0xEA を解析する例については、https://github.com/aws/elastic-load-balancing-tools/tree/
master/proprot を参照してください。

Proxy Protocol の有効化
ターゲットグループで Proxy Protocol を有効にする前に、アプリケーションが Proxy Protocol v2 ヘッダー
を予期し、解析できることを確認します。それ以外の場合、アプリケーションは失敗する可能性がありま
す。詳細については、「Proxy Protocol バージョン 1 および 2」を参照してください。
New console

新しいコンソールを使用してプロキシプロトコル v2 を有効にするには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[Attributes] タブで、[Edit] を選択します。

5.

[属性の編集] ページで、[プロキシプロトコル v2] を選択します。

6.

[Save changes] を選択します。

Old console

古いコンソールを使用してプロキシプロトコル v2 を有効にするには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループを選択します。

4.

[Description]、[Edit attributes] を選択します。

5.

[Proxy Protocol v2] で、[有効] を選択します。

6.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用して Proxy Protocol v2 を有効化するには
modify-target-group-attributes コマンドを使用します。
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スティッキーセッション
スティッキーセッションは、クライアントトラフィックをターゲットグループ内の同じターゲットにルー
ティングするためのメカニズムです。これは、クライアントに連続したエクスペリエンスを提供するため
に状態情報を維持するサーバーに役立ちます。

考慮事項
• スティッキーセッションを使用すると、接続とフローの分散が不均一になり、ターゲットの可用性に影
響する場合があります。たとえば、同じ NAT デバイスの背後にあるすべてのクライアントの送信元 IP
アドレスは同じです。したがって、これらのクライアントからのすべてのトラフィックは、同じター
ゲットにルーティングされます。
• いずれかのターゲットのヘルス状態が変更されたり、ターゲットグループに対してターゲットを登録ま
たは登録解除したりすると、ロードバランサーによってターゲットグループのスティッキーセッション
がリセットされる場合があります。
• スティッキーセッションは、TLS リスナーおよび TLS ターゲットグループではサポートされません。
New console

新しいコンソールを使用してスティッキーセッションを有効にするには
1.
2.

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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.
4.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。
[Attributes] タブで、[Edit] を選択します。

5.
6.

[属性の編集] ページで、[維持設定] を選択します。
[Save changes] を選択します。

Old console

古いコンソールを使用してスティッキーセッションを有効にするには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。
ターゲットグループを選択します。

4.
5.
6.

[Description]、[Edit attributes] を選択します。
[維持設定] で、[有効化] を選択します。
[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してスティッキーセッションを有効にするには
stickiness.enabled 属性を指定して modify-target-group-attributes コマンドを使用します。

Network Load Balancer のターゲットグループを作
成する
Network Load Balancer のターゲットをターゲットグループに登録します。デフォルトでは、ロードバラ
ンサーはターゲットグループに指定したポートとプロトコルを使用して登録済みターゲットにリクエスト
を送信します。ターゲットグループに各ターゲットを登録するときに、このポートを上書きできます。
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ターゲットグループを作成すると、タグを追加できます。
トラフィックをターゲットグループ内のターゲットにルーティングするには、リスナーを作成し、リ
スナーのデフォルトアクションでターゲットグループを指定します。詳細については、「リスナールー
ル (p. 24)」を参照してください。複数のリスナーで同じターゲットグループを指定できますが、これらの
リスナーは同じ Network Load Balancer に属している必要があります。ロードバランサーでターゲットグ
ループを使用するには、ターゲットグループが他のロードバランサーのリスナーによって使用されていな
いことを確認する必要があります。
ターゲットグループのタグはいつでも追加または削除できます。詳細については、「ターゲットグルー
プへのターゲットの登録 (p. 57)」を参照してください。ターゲットグループのヘルスチェック設定
を変更することもできます。詳細については、「ターゲットグループのヘルスチェック設定を変更す
る (p. 56)」を参照してください。
New console

新しいコンソールを使用してターゲットグループを作成するには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

[Create target group] を選択します。

4.

[Choose a target type] (ターゲットタイプの選択) で、インスタンス ID でターゲットを登録する
場合は [Instances] (インスタンス)、IP アドレスでターゲットを登録する場合は [IP addresses]
(IP アドレス)、Application Load Balancer をターゲットとして登録する場合は [Application Load
Balancer] を選択します。

5.

[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します。この名前はリージョンご
と、アカウントごとに一意である必要があり、最大 32 文字の英数字またはハイフンのみを使用
する必要があり、先頭と末尾にハイフンを使用することはできません。

6.

[Protocol] で、次のようにプロトコルを選択します。
• リスナープロトコルが TCP の場合は、[TCP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TLS の場合は、[TCP] または [TLS] を選択します。
• リスナープロトコルが UDP の場合は、 [UDP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TCP_UDP の場合は、[TCP_UDP] を選択します。

7.

(オプション) [Port] で、必要に応じてデフォルト値を変更します。

8.

ターゲットタイプが [IP addresses] (IP アドレス) の場合は、[IP address type] (IP アドレスタイ
プ) として [IPv4] または [IPv6] を選択します。そうでない場合は、次のステップに進みます。
ただし、IPv6 ターゲットグループは、TCP または TLS リスナーを使用するデュアルスタック
ロードバランサーにのみ関連付けることができます。ターゲットグループ内のすべてのターゲッ
トは、同じ IP アドレスタイプである必要があります。ターゲットグループが作成されたら、IP
アドレスタイプを変更することはできません。

9.

[VPC] で、Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。

10. [ヘルスチェック] セクションで、必要に応じてデフォルト設定を変更します。IP アドレスタイプ
のターゲットの場合、ヘルスチェックではターゲットグループと同じIP アドレスタイプが使用さ
れることに注意してください。
[ヘルスチェックの詳細設定] で、ヘルスチェックポート、カウント、タイムアウト、インターバ
ルを選択し、成功コードを指定します。ヘルスチェックが [異常なしきい値] のカウントを連続し
て超えると、ロードバランサーはターゲットを停止中の状態にします。ヘルスチェックが [正常
なしきい値] のカウントを連続して超えると、ロードバランサーはターゲットを稼働状態に戻しま
す。詳細については、「ターゲットグループのヘルスチェック (p. 52)」を参照してください。
11. (オプション) 次のように 1 つ以上のタグを追加します。
a.

[Tags (タグ)] セクションを展開します。
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b.

[Add tag] を選択します。

c.

タグキーと値を入力します。使用できる文字は、文字、スペース、数字 (UTF-8)、および特
殊文字 (+-=. _:/@) です。ただし、先頭または末尾にはスペースを使用しないでください。タ
グ値は大文字と小文字が区別されます。

12. [Next] を選択します。
13. [ターゲットの登録] ページで、次のように 1 つ以上のターゲットを追加します。
•

ターゲットタイプがインスタンスである場合は、1 つ以上のインスタンスを選択し、1 つ以
上のポートを入力して、[保留中として以下を含める] を選択します。

•

ターゲットタイプが [IP addresses] (IP アドレス) の場合は、以下を実行してください。
a.

リストからネットワーク [VPC] を選択、または [Other private IP addresses] (その他のプ
ライベート IP アドレス) を選択します。

b.

IP アドレスを手動で入力する、またはインスタンスの詳細を使用して IP アドレスを検
索します。IP アドレスは、一度に 5 個まで入力できます。

c.

指定された IP アドレスにトラフィックをルーティングするためのポートを入力します。

d.

[Include as pending below] (保留中として以下を含める) をクリックします。

14. [Create target group] を選択します。
Old console

古いコンソールを使用してターゲットグループを作成するには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

[Create target group] を選択します。

4.

[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します。この名前はリージョンご
と、アカウントごとに一意である必要があり、最大 32 文字の英数字またはハイフンのみを使用
する必要があり、先頭と末尾にハイフンを使用することはできません。

5.

[Protocol] で、次のようにプロトコルを選択します。
• リスナープロトコルが TCP の場合は、[TCP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TLS の場合は、[TCP] または [TLS] を選択します。
• リスナープロトコルが UDP の場合は、 [UDP] または [TCP_UDP] を選択します。
• リスナープロトコルが TCP_UDP の場合は、[TCP_UDP] を選択します。

6.

(オプション) [Port] で、必要に応じてデフォルト値を変更します。

7.

[Target type] には、instance を選択してインスタンス ID でターゲットを指定するか、ip を選
択して IP アドレスでターゲットを指定します。

8.

[VPC] で、Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。

9.

(オプション) [Health check settings] と [Advanced health check settings] で、必要に応じてデフォ
ルト設定を変更します。[Create] を選択します。

10. (オプション) 次のように 1 つ以上のタグを追加します。
a.

新しく作成したターゲットグループを選択します。

b.

[Tags]､[Add/Edit Tags] を選択します。

c.

[Add/Edit Tags] ページで、追加したタグごとに [Create Tag] を選択し、タグキーとタグの値
を指定します。タグの追加を完了したら、[Save] を選択します。

11. (オプション) ターゲットグループにターゲットを追加する方法については、「ターゲットグルー
プへのターゲットの登録 (p. 57)」を参照してください。
12. (オプション) デフォルトリスナー規則でターゲットグループを指定できます。詳細については、
「リスナーの作成 (p. 24)」および「リスナーの更新 (p. 35)」を参照してください。
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AWS CLI を使用してターゲットグループを作成するには
ターゲットグループを作成するには create-target-group コマンド、ターゲットグループにタグを付けるに
は add-tags コマンド、ターゲットを追加するには register-targets コマンドを使用します。

ターゲットグループのヘルスチェック
ターゲットを 1 つ以上のターゲットグループに登録します。登録プロセスが完了次第、ロードバランサー
は新しく登録したターゲットへのトラフィックのルーティングを開始します。登録プロセスが完了し、ヘ
ルスチェックが開始されるまで数分かかることがあります。
Network Load Balancers はアクティブおよびパッシブヘルスチェックを使用して、ターゲットがリクエ
ストを処理できるかどうかを判断します。デフォルトでは、各ロードバランサーノードは、アベイラビリ
ティーゾーン内の登録済みターゲット間でのみリクエストをルーティングします。クロスゾーン負荷分散
を有効にすると、各ロードバランサーノードは、有効なすべてのアベイラビリティーゾーンの正常なター
ゲットにリクエストをルーティングします。詳しくは、「クロスゾーン負荷分散 (p. 14)」を参照してくだ
さい。
アクティブなヘルスチェックを使用すると、ロードバランサーは、登録された各ターゲットに定期的にリ
クエストを送信してそのステータスを確認します。各ロードバランサーノードは、ターゲットが登録され
ているターゲットグループのヘルスチェック設定を使用して、各ターゲットの状態を確認します。各ヘル
スチェックが完了すると、ロードバランサーノードはヘルスチェック用に確立された接続を終了します。
パッシブのヘルスチェックでは、ロードバランサーはターゲットの接続への応答状態を確認します。パッ
シブのヘルスチェックでは、ロードバランサーはアクティブのヘルスチェックで異常が報告される前に異
常なターゲットを検出できます。パッシブなヘルスチェックは無効、設定、または監視することはできま
せん。パッシブのヘルスチェックは UDP トラフィックではサポートされていません。
ターゲットが異常になると、ロードバランサーは、ターゲットに関連付けられたクライアント接続で受信
したパケットの TCP RST を送信します (異常なターゲットがトリガーしたロードバランサーが起動しな
かった場合以外)。
1 つ以上のターゲットグループで、有効にしたアベイラビリティーゾーン内に正常なターゲットがない場
合、DNS から該当するサブネットの IP アドレスを削除し、そのアベイラビリティーゾーンのターゲット
にリクエストをルーティングできないようにします。有効なすべてのアベイラビリティーゾーン内で、
すべてのターゲットが同時にヘルスチェックに失敗すると、ロードバランサーはオープンに失敗します。
フェールオープンの効果は、ヘルスステータスに関わらず、有効なすべてのアベイラビリティーゾーン内
のすべてのターゲットへのトラフィックを許可することです。
ターゲットグループが HTTPS ヘルスチェックで構成されている場合、登録されたターゲットが TLS 1.3
のみをサポートしている場合にはそのターゲットはヘルスチェックに失敗します。これらのターゲット
は、TLS 1.2 などの以前のバージョンの TLS をサポートしている必要があります。
HTTP または HTTPS ヘルスチェックリクエストの場合、ホストヘッダーには、ターゲットの IP アドレス
およびヘルスチェックポートではなく、ロードバランサーノードの IP アドレスおよびリスナーポートが含
まれます。
TLS リスナーを Network Load Balancer に追加すると、リスナーの接続テストが実行されます。TLS の終
了では TCP 接続も終了され、新しい TCP 接続がロードバランサーとターゲット間で確立されます。した
がって、TLS リスナーに登録されたターゲットに対してロードバランサーからこのテスト用に送信された
TCP ping が表示される場合があります。これらの TCP ping は識別できます。Network Load Balancer の
ソース IP アドレスがあり、接続にデータパケットは含まれていないためです。
UDP サービスの場合、ターゲットの可用性は、ターゲットグループの非 UDP ヘルスチェックを使用し
て、テストされます。使用可能なヘルスチェック（TCP、HTTP、または HTTPS）およびターゲット上の
任意のポートを使用して、UDP サービスの可用性を確認できます。ヘルスチェックを受信しているサービ
スが失敗した場合、ターゲットは使用不可とみなされます。UDP サービスのヘルスチェックの精度を向上

52

Elastic Load Balancing Network Load Balancer
ヘルスチェックの設定

させるには、ヘルスチェックポートをリッスンして UDP サービスのステータスを追跡し、サービスが使
用できない場合はヘルスチェックが失敗するようにサービスを設定します。

ヘルスチェックの設定
以下の設定を使用して、ターゲットグループのターゲットのアクティブなヘルスチェックを設定します。
ヘルスチェックが UnhealthyThresholdCount 連続失敗数のしきい値を超えると、ロードバランサーはター
ゲットをサービス停止中の状態にします。ヘルスチェックが HealthyThresholdCount 連続成功数のしきい
値を超えると、ロードバランサーはターゲットを実行中の状態に戻します。
設定

説明

デフォルト

HealthCheckProtocol

ターゲットでヘルスチェックを実行するときに
TCP
ロードバランサーが使用するプロトコル。使用可
能なプロトコルは HTTP､HTTPS､および TCP で
す。デフォルトは TCP プロトコルです。ターゲッ
トタイプが alb の場合、サポートされているヘル
スチェックプロトコルは HTTP および HTTPS で
す。

HealthCheckPort

ターゲットでヘルスチェックを実行するときに
ロードバランサーが使用するポート。デフォルト
では、各ターゲットがロードバランサーからトラ
フィックを受信するポートが使用されます。

各ターゲット
がロードバラ
ンサーからト
ラフィックを
受信するポー
ト。

HealthCheckPath

[HTTP/HTTPS ヘルスチェック] ヘルスチェックの
ターゲットの送信先である ping パス。デフォルト
は / です。

/

HealthCheckTimeoutSeconds

ヘルスチェックを失敗と見なす、ターゲット
からレスポンスがない時間 (秒単位)。この値
は、HTTP ヘルスチェックの場合は 6 秒、TCP お
よび HTTPS ヘルスチェックの場合は 10 秒です。

HTTP ヘル
スチェック
の場合は 6
秒、TCP およ
び HTTPS ヘ
ルスチェック
の場合は 10
秒です。

HealthCheckIntervalSeconds

個々のターゲットのヘルスチェックの概算間隔 (秒 30 秒
単位)。この値は 10 秒または 30 秒となります。
デフォルト値は 30 秒です。

Important
Network Load Balancer のヘルスチェッ
クは分散され、コンセンサスメカニズム
を使用してターゲットのヘルスを判断し
ます。そのため、ターゲットは設定され
ているヘルスチェック数よりも多くのヘ
ルスチェックを受けます。HTTP ヘルス
チェックを使用している場合にターゲッ
トへの影響を軽減するには、静的 HTML
ファイルなどより単純な送信先をター
ゲットで使用するか、TCP ヘルスチェッ
クに切り替えます。
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設定

説明

デフォルト

HealthyThresholdCount

非正常なインスタンスが正常であると見なすまで
に必要なヘルスチェックの連続成功回数。範囲は
2～10 です。デフォルトは 3 です。

3

UnhealthyThresholdCount

非正常なインスタンスが非正常であると見なすま
でに必要なヘルスチェックの連続失敗回数。この
値は正常なしきい値カウントと同じでなければな
りません。デフォルトは 3 です。

3

マッチャー

[HTTP/HTTPS ヘルスチェック] ターゲットから
の正常なレスポンスを確認するために使用する
HTTP コード。この値は、200～399 である必要が
あります。

200-399

ターゲットヘルスステータス
ロードバランサーがターゲットにヘルスチェックリクエストを送信する前に、ターゲットグループに登録
し、リスナールールでターゲットグループを指定して、ターゲットのアベイラビリティーゾーンがロード
バランサーに対して有効になっていることを確認する必要があります。
次の表は、登録されたターゲットのヘルスステータスの可能値を示しています。
値

説明

initial

ロードバランサーは、ターゲットを登録中か、ターゲットで
最初のヘルスチェックを実行中です。
関連する理由コード : Elb.RegistrationInProgress |
Elb.InitialHealthChecking

healthy

ターゲットは正常です。
関連する理由コード : なし

unhealthy

ターゲットはヘルスチェックに応答しなかったか、ヘルス
チェックに合格しませんでした。
関連する理由コード : Target.FailedHealthChecks

unused

ターゲットがターゲットグループに登録されていないか、
ターゲットグループがロードバランサーのリスナールール
で使用されていないか、ロードバランサーに対して有効では
ないアベイラビリティーゾーンにターゲットがあるか、ター
ゲットが停止または終了状態にあります。
関連する理由コード :Target.NotRegistered
|Target.NotInUse |Target.InvalidState
|Target.IpUnusable

draining

ターゲットは登録解除中で、Connection Draining 中です。
関連する理由コード :
Target.DeregistrationInProgress

unavailable

ターゲットヘルスは使用できません。
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値

説明
関連する理由コード : Elb.InternalError

ヘルスチェックの理由コード
ターゲットのステータスが Healthy 以外の値の場合、API は問題の理由コードと説明を返し、コンソー
ルのツールヒントで同じ説明が表示されます。Elb で始まる理由コードはロードバランサー側で発生
し、Target で始まる理由コードはターゲット側で発生します。
理由コード

説明

Elb.InitialHealthChecking

最初のヘルスチェックが進行中です

Elb.InternalError

内部エラーのため、ヘルスチェックに失敗しました

Elb.RegistrationInProgress

ターゲットの登録中です

Target.DeregistrationInProgress ターゲットの登録解除中です
Target.FailedHealthChecks

ヘルスチェックに失敗しました

Target.InvalidState

ターゲットが停止状態にあります
ターゲットは終了状態にあります
ターゲットは終了状態か、または停止状態にあります
ターゲットは無効な状態にあります

Target.IpUnusable

IP アドレスはロードバランサーによって使用されているの
で、ターゲットとして使用できません

Target.NotInUse

ターゲットグループは、ロードバランサーからトラフィック
を受信するように設定されていません
ロードバランサーが有効になっていないアベイラビリティー
ゾーンにターゲットがあります

Target.NotRegistered

ターゲットはターゲットグループに登録されていません

ターゲットのヘルスステータスをチェックする
ターゲットグループに登録されたターゲットのヘルスステータスをチェックできます。
New console

新しいコンソールを使用してターゲットのヘルスをチェックするには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[ターゲット] タブの [ステータス] 列は、各ターゲットのステータスを示します。

5.

ターゲットのステータスの値が Healthy 以外の場合は、[ステータスの詳細] 列に詳細情報が表示
されます。
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Old console

コンソールを使用してターゲットのヘルスを確認するには
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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループを選択します。

4.

[Targets] を選択し､[Status] 列の各ターゲットのステータスを表示します。ステータスの値が
Healthy 以外の場合は、詳細についてツールヒントを参照してください。

AWS CLI を使用してターゲットのヘルスステータスをチェックするには
describe-target-health コマンドを使用します。このコマンドの出力にはターゲットのヘルス状態が含まれ
ます。ステータスの値が Healthy 以外の場合は、理由コードも含まれています。
異常なターゲットに関する E メール通知を受信するには
CloudWatch アラームを使用して、異常なターゲットに関する詳細を送信する Lambda 関数をトリガーし
ます。ステップバイステップの手順については、ブログ投稿「ロードバランサーの異常なターゲットを特
定する」を参照してください。

ターゲットグループのヘルスチェック設定を変更する
ターゲットグループのヘルスチェック設定の一部を変更できます。ターゲットグループのプロトコルが
TCP、TLS、UDP、または TCP_UDP である場合、ヘルスチェックプロトコル、間隔、タイムアウト、ま
たは成功コードを変更できません。
New console

新しいコンソールを使用してターゲットグループのヘルスチェック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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[グループの詳細] タブの [ヘルスチェックの設定] セクションで、[編集] を選択します。

5.

[ヘルスチェックの編集の設定] ページで、必要に応じて設定を変更し、[変更内容の保存] を選択
します。

Old console

古いコンソールを使用してターゲットグループのヘルスチェック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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループを選択します。

4.

[Health checks]､[Edit] を選択します。

5.

[Edit target group] ページで、必要に応じて設定を変更し、[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してターゲットグループのヘルスチェック設定を変更するには
modify-target-group コマンドを使用します。
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ターゲットグループへのターゲットの登録
ターゲットがリクエストを処理する準備ができたら、そのターゲットを 1 つ以上のターゲットグループ
に登録します。ターゲットグループのターゲットタイプにより、ターゲットを登録する方法が決定されま
す。たとえば、インスタンス ID、IP アドレス、または Application Load Balancer を登録できます。登録
処理が完了し、ターゲットが最初のヘルスチェックに合格すると、Network Load Balancer はすぐにター
ゲットへのリクエストのルーティングを開始します。登録プロセスが完了し、ヘルスチェックが開始され
るまで数分かかることがあります。詳細については、「」を参照してくださいターゲットグループのヘル
スチェック (p. 52)
現在登録されているターゲットの需要が上昇した場合、需要に対応するために追加ターゲットを登録でき
ます。登録されたターゲットの需要が減少した場合は、ターゲットグループからターゲットの登録を解除
できます。登録解除プロセスが完了し、ロードバランサーがターゲットへのリクエストのルーティングを
停止するまで数分かかることがあります。その後需要が増加した場合は、登録解除したターゲットをター
ゲットグループに再度登録できます。ターゲットをサービスする必要がある場合は、そのターゲットを登
録解除し、サービスの完了時に再度登録できます。
ターゲットを登録解除すると、Elastic Load Balancing は未処理のリクエストが完了するまで待機します。
これは、Connection Drainingと呼ばれます。Connection Drainingの進行中、ターゲットのステータスは
draining です。登録解除が完了すると、ターゲットのステータスは unused に変わります。詳細につい
ては、「」を参照してください登録解除の遅延 (p. 46)
インスタンス ID でターゲットを登録する場合は、Auto Scaling グループでロードバランサーを使用でき
ます。Auto Scaling グループにターゲットグループをアタッチし、そのグループがスケールアウトする
と、Auto Scaling グループによって起動されたインスタンスが自動的にターゲットグループに登録されま
す。Auto Scaling グループからロードバランサーをデタッチした場合、インスタンスはターゲットグルー
プから自動的に登録解除されます。詳細については、 Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイドのAuto
Scaling グループへのロードバランサーのアタッチを参照してください。

ターゲットセキュリティグループ
EC2 インスタンスをターゲットとして登録する場合は、これらのインスタンスのセキュリティグループが
リスナーポートとヘルスチェックポートの両方でトラフィックを許可していることを確認する必要があり
ます。

考慮事項
• Network Load Balancer には関連付けられたセキュリティグループがありません。したがって、ター
ゲットのセキュリティグループは、トラフィックを許可するために IP アドレスを使用する必要がありま
す。
• クライアントのセキュリティグループを、ターゲットのセキュリティグループのソースとして使用する
ことはできません。したがって、ターゲットのセキュリティグループは、トラフィックを許可するため
にクライアントの IP アドレスを使用する必要があります。
クライアント IP の保存が有効な場合の推奨ルール
クライアント IP の保存が有効になっているターゲットのセキュリティグループに対して推奨されるルール
を以下に示します。
インバウンドルール
ソース

プロトコル

ポート範囲

[Comment] (コメント)

###### CIDR

target

target

Allow traffic from
your application, your
network, or the internet
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VPC CIDR

#######

#######

Allow health check traffic
from the load balancer

クライアント IP の保存が無効な場合の推奨ルール
クライアント IP の保存が無効になっているターゲットのセキュリティグループに対して推奨されるルール
を以下に示します。
インバウンドルール
ソース

プロトコル

ポート範囲

コメント

VPC CIDR

target

target

Allow traffic from the
load balancer VPC †

VPC CIDR

#######

#######

Allow health check traffic
from the load balancer

† ターゲットを IP アドレスで登録し、VPC CIDR 全体へのアクセスを許可しない場合は、ロードバラン
サーノードによって使用されるプライベート IP アドレスへのアクセスを許可できます。ロードバランサー
のサブネットあたり 1 つの IP アドレスがあります。これらのアドレスを見つけるには、次の手順を使用し
ます。

許可するプライベート IP アドレスを見つけるには
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で、[Network Interfaces] を選択します。
検索フィールドに、Network Load Balancer の名前を入力します。ロードバランサーのサブネットあ
たり 1 つのネットワークインターフェイスがあります。
各ネットワークインターフェイスの [Details (詳細)] タブで、[プライマリプライベート IPv4] からアド
レスをコピーします。

4.

ネットワーク ACL
EC2 インスタンスをターゲットとして登録する場合は、インスタンスのサブネットのネットワーク ACL
をチェックして、リスナーポートとヘルスチェックポートの両方でトラフィックを許可していることを確
認する必要があります。VPC のデフォルトネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) では、すべて
のインバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックが許可されます。カスタムネットワーク ACL
を作成する場合は、適切なトラフィックを許可していることを確認してください。
インスタンスのサブネットに関連付けられているネットワーク ACL では、インターネット向けロードバラ
ンサーの次のトラフィックを許可する必要があります。

インスタンスサブネットの推奨ルール
Inbound
送信元

プロトコル

ポート範囲

コメント

###### IP ####

####

####

Allow client traffic (####
## target type)

VPC CIDR

####

####

Allow client traffic (ip
target type)
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#######

#######

Allow health check traffic
from the load balancer

送信先

プロトコル

ポート範囲

コメント

###### IP ####

####

####

Allow responses to
clients (###### target
type)

VPC CIDR

####

####

Allow responses to
clients (ip target type)

VPC CIDR

#######

1024-65535

Allow health check traffic

VPC CIDR
Outbound

ロードバランサーのサブネットに関連付けられているネットワーク ACL では、インターネット向けロード
バランサーの次のトラフィックを許可する必要があります。

ロードバランサーサブネットの推奨ルール
Inbound
送信元

プロトコル

ポート範囲

コメント

###### IP ####

####

####

Allow client traffic (####
## target type)

VPC CIDR

####

####

Allow client traffic (ip
target type)

VPC CIDR

#######

1024-65535

Allow health check traffic

送信先

プロトコル

ポート範囲

コメント

###### IP ####

####

####

Allow responses to
clients (###### target
type)

VPC CIDR

####

####

Allow responses to
clients (ip target type)

VPC CIDR

#######

#######

Allow health check traffic

VPC CIDR

#######

1024-65535

Allow health check traffic

Outbound

内部ロードバランサーの場合、インスタンスおよびロードバランサーノードのサブネットのネットワー
ク ACL は、リスナーポートおよび一時ポートにおいて、VPC CIDR とやり取りされるインバウンドトラ
フィックとアウトバウンドトラフィックの両方を許可する必要があります。

ターゲットの登録または登録解除
各ターゲットグループでは、ロードバランサーが有効になっている各アベイラビリティーゾーンで少なく
とも 1 つのターゲットが登録されている必要があります。
ターゲットグループのターゲットの種類により、ターゲットグループにターゲットを登録する方法が決定
されます。詳しくは、「[Target type (ターゲットタイプ)] (p. 41)」を参照してください。
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要件と考慮事項
• インスタンスで使用されているインスタンスタイプが
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1 のいずれかである場
合、インスタンス ID でインスタンスを登録することはできません。
• ロードバランサー VPC (同じリージョンまたは異なるリージョン) とピア接続されている VPC にインス
タンスがある場合、そのインスタンスをインスタンス ID で登録することはできません。このようなイン
スタンスは IP アドレスで登録できます。
• ターゲットを IP アドレスで登録し、その IP アドレスがロードバランサーと同じ VPC にある場合、ロー
ドバランサーは、到達可能なサブネットからターゲットがアクセスしていることを確認します。
• UDP および TCP_UDP ターゲットグループの場合、インスタンスがロー
ドバランサー VPC の外部に存在するか、インスタンスタイプとして
C1、CC1、CC2、CG1、CG2、CR1、G1、G2、HI1、HS1、M1、M2、M3、T1 のいずれかを使用して
いるときは、IP アドレスでインスタンスを登録しないでください。ロードバランサー VPC の外部に存
在するか、サポートされていないインスタンスタイプを使用するターゲットは、ロードバランサーから
のトラフィックを受信できても、応答できない場合があります。
目次
• インスタンス ID によるターゲットの登録または登録解除 (p. 60)
• IP アドレスによるターゲットの登録または登録解除 (p. 61)
• AWS CLI を使用してターゲットを登録または登録解除する (p. 62)

インスタンス ID によるターゲットの登録または登録解除
インスタンスの登録時の状態は running である必要があります。
New console

新しいコンソールを使用してインスタンス ID でターゲットを登録または登録解除するには
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 [ 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。

3.
4.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。
[Targets] タブを選択します。

5.

インスタンスを登録するには、[ターゲットの登録] を選択します。1 つ以上のインスタンスを選
択し、必要に応じてデフォルトのインスタンスポートを入力して、[保留中として以下を含める]
を選択します。インスタンスの追加が完了したら、[保留中のターゲットの登録] を選択します。
インスタンスを登録解除するには、インスタンスを選択して [登録解除] を選択します。

6.

Old console

古いコンソールを使用してインスタンス ID でターゲットを登録または登録解除するには
1.
2.
3.

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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。
ターゲットグループを選択します。

4.
5.

[Targets]、[Edit] の順に選択します。
(オプション) [Registered instances] で、登録解除するインスタンスを選択して [Remove] を選択
します。
(オプション) [Instances] で、登録する実行中のインスタンスを選択し、必要に応じてデフォルト
インスタンスポートを変更して、[Add to registered] を選択します。

6.
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7.

[Save] を選択します。

IP アドレスによるターゲットの登録または登録解除
IPv4 ターゲット
登録する IP アドレスは、次のいずれかの CIDR ブロックからのものである必要があります。
• ターゲットグループの VPC のサブネット
• 10.0.0.0/8 (RFC 1918)
• 100.64.0.0/10 (RFC 6598)
• 172.16.0.0/12 (RFC 1918)
• 192.168.0.0/16 (RFC 1918)
ターゲットグループの作成後に IP アドレスのタイプを変更することはできません。
参加者として共有 Amazon VPC で Network Load Balancer を起動した場合、登録できるのは、共有されて
いるサブネット内のターゲットだけです。

IPv6 ターゲット
• 登録する IP アドレスは、VPC CIDR ブロック内、またはピア接続された VPC CIDR ブロック内にある
必要があります。
• ターゲットグループの作成後に IP アドレスのタイプを変更することはできません。
• IPv6 ターゲットグループは、TCP または TLS リスナーを使用するデュアルスタックロードバランサー
にのみ関連付けることができます。
New console

新しいコンソールを使用して IP アドレスでターゲットを登録または登録解除するには
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 [ 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。

3.
4.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。
[Targets] タブを選択します。

5.

IP アドレスを登録するには、[ターゲットの登録] を選択します。IP アドレスごとにネットワー
ク、アベイラビリティーゾーン、IP アドレス (IPv4 または IPv6)、ポートを選択し、[Include as
pending below] (保留中として以下を含める) を選択します。アドレスの指定が終了したら、[保留
中のターゲットの登録] を選択します。
IP アドレスの登録を解除するには、IP アドレスを選択して [登録解除] を選択します。登録済みの
IP アドレスが多い場合は、フィルタを追加したりソート順を変更したりすると便利です。

6.

Old console

古いコンソールを使用して IP アドレスでターゲットを登録または登録解除するには
1.
2.

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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.
4.

ターゲットグループを選択し、[Targets]、[Edit] の順に選択します。
IP アドレスを登録するには、メニューバーの [Register targets] アイコン (プラス記号) を選択し
ます。各 IP アドレスに対して、ネットワーク、アベイラビリティーゾーン、IP アドレス、およ
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びポートを指定し、[Add to list] (リストに追加) を選択します。アドレスの指定が終了したら、
[Register] を選択します。
5.

IP アドレスを登録解除するには、メニューバーの [Deregister targets] アイコン (マイナス記号) を
選択します。登録済みの IP アドレスが多い場合は、フィルタを追加したりソート順を変更したり
すると便利です。IP アドレスを選択し、[Deregister] を選択します。

6.

この画面から抜けるには、メニューバーの [Back to target group] (戻るボタン) を選択します。

AWS CLI を使用してターゲットを登録または登録解除する
ターゲットを追加するには register-targets コマンドを使用し、ターゲットを削除するには deregistertargets コマンドを使用します。

ターゲットとしての Application Load Balancer
1 つの Application Load Balancer を含むターゲットグループをターゲットとして作成し、そのグループに
トラフィックを転送するように Network Load Balancer を設定できます。このシナリオでは、トラフィッ
クがターゲットに到達するとすぐに、Application Load Balancer がロードバランシングの決定を引き継ぎ
ます。この設定では、両方のロードバランサーの機能が組み合わされて以下のような利点が生まれます。
• Application Load Balancer のレイヤー 7 リクエストベースのルーティング機能をエンドポイントサービ
ス (AWS PrivateLink) や静的 IP アドレスなど、Network Load Balancer がサポートする機能と組み合わ
せて使用できます。
• この構成は、シグナリングに HTTP を使用するメディアサービスや、コンテンツをストリーミングする
ための RTP など、マルチプロトコル接続を使用する用途に適しています。
この機能は、内部またはインターネット向けの Network Load Balancer のターゲットとしての内部または
インターネット向けの Application Load Balancer とともに使用できます。

ステップ 1: Application Load Balancer を作成する
開始する前に、このApplication Load Balancer がトラフィックをルーティングするターゲットグループを
構成します。ターゲットグループに含めるインスタンスを含む Virtual Private Cloud (VPC) があること、
およびターゲットが使用する各アベイラビリティーゾーンに少なくとも 1 つのパブリックサブネットがあ
ることを確認します。

コンソールを使用してApplication Load Balancer 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 [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.

[Create Load Balancer] を選択します。

4.

[Application Load Balancer] で [作成] を選択します。

5.

[Create Application Load Balancer] (Application Load Balancer の作成) ページで、[Name] (名前)、
[Scheme] (スキーム)、および [IP address type] (IP アドレスタイプ) などの [Basic configuration] (基本
構成) の情報を指定します。

6.

[Listener] (リスナー) セクションでは、HTTP または HTTPS リスナーを任意のポートに作成できま
す。ただし、このリスナーのポート番号は、この Application Load Balancer が存在するターゲットグ
ループのポートと一致する必要があります。

7.

[Availability Zones] (アベイラビリティーゾーン) で次の操作を行います。
a.

[VPC] で、Application Load Balancer のターゲットとして含めたインスタンスまたは IP アドレ
スを含む Virtual Private Cloud (VPC) を選択します。ステップ 3: Network Load Balancer を作成
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し、Application Load Balancer をターゲットとして設定する (p. 64) の Network Load Balancer
に使用するのと同じ VPC を使用する必要があります。
b.

8.

2 つ以上のアベイラビリティーゾーンおよび対応するサブネットを選択します。可用性、スケー
リング、パフォーマンスを最適化するために、これらのアベイラビリティーゾーンが Network
Load Balancer に対して有効になっているアベイラビリティーゾーンと一致していることを確認
します。

新しいセキュリティグループを作成するか、既存のセキュリティグループを選択することによって、
ロードバランサーにセキュリティグループを割り当てることができます。
選択したセキュリティグループは、このロードバランサーのリスナーポートへのトラフィックを許
可するルールを含む必要があります。クライアントのコンピューターの CIDR ブロック (IP アドレ
ス範囲) をセキュリティグループのインバウンドルールのトラフィックソースとして使用できます。
これにより、クライアントは、この Application Load Balancer を介してトラフィックを送信できま
す。Network Load Balancer のターゲットとしての Application Load Balancer のセキュリティグルー
プの設定の詳細については、Application Load Balancer ユーザーガイドの「Application Load Balancer
のセキュリティグループ」を参照してください。

9.

[Configure Routing] (ルーティングの設定) で、このApplication Load Balancer に対して設定したター
ゲットグループを選択します。使用可能なターゲットグループがない場合に新しいターゲットグルー
プを設定するには、Application Load Balancer ユーザーガイドの「ターゲットグループの作成」を参
照してください。

10. 設定を確認し、[ロードバランサーの作成] を選択します。
AWS CLI を使用して Application Load Balancer を作成するには
create-load-balancer コマンドを使用します。

ステップ 2: Application Load Balancer を含むターゲッ
トグループをターゲットとして作成する
ターゲットグループを作成すると、新規または既存の Application Load Balancer をターゲットとして登録
できます。ターゲットグループごとに追加できる Application Load Balancer は 1 つだけです。最大 2 つの
Network Load Balancer のターゲットとして、同じ Application Load Balancer を別のターゲットグループ
で使用することもできます。

新しいコンソールを作成してターゲットグループを作成し、Application Load Balancer をター
ゲットとして登録するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
この機能を使用するには、[New EC2 Experience] (新しい EC2 エクスペリエンス) を有効にする必要
があります。ナビゲーションペインの左上にあるトグルボタンを使用して新しいコンソールに切り替
えます。

2.

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。

3.

[Create target group] を選択します。

4.

リポジトリの [Specify group details] (グループ詳細の指定) ページの [Basic configuration] (基本的設定)
で、[Application Load Balancer] を選択します。

5.

[Target group name] (ターゲットグループ名) に Application Load Balancer ターゲットグループの名前
を入力します。

6.

[Protocol] (プロトコル) では TCP だけが選択できます。ターゲットグループのポートを選択します。
このターゲットグループポートは、Application Load Balancer のリスナーポートと一致する必要があ
ります。または、このポートと一致するように Application Load Balancer のリスナーポートを追加ま
たは編集できます。
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7.

VPC には、ターゲットグループに含める Application Load Balancer を含む Virtual Private Cloud
(VPC) を選択します。

8.

[Health checks] (ヘルスチェック) で、[Health check protocol] (ヘルスチェックプロトコル) として
[HTTP] または [HTTPS] を選択します。ヘルスチェックは Application Load Balancer に送信され、指
定されたポート、プロトコル、および ping パスを使用してターゲットに転送されます。ヘルスチェッ
クのポートとプロトコルに一致するポートとプロトコルがあるリスナーが Application Load Balancer
にあり、これらのヘルスチェックを受信できることを確認します。

9.

[Advanced health check settings] (ヘルスチェックの詳細設定) では、[Unhealthy threshold] (非正常の
しきい値)、[Timeout] (タイムアウト)、および [Success codes] (成功コード) は変更できません。詳し
くは、「ターゲットグループのヘルスチェック (p. 52)」を参照してください。
(オプション) 必要に応じて 1 つまたは複数のタグを追加します。

10. [Next] を選択します。
11. [Register targets] (ターゲットの登録) ページで、ターゲットとして登録する Application Load
Balancer を選択します。リストから選択する Application Load Balancer には、作成するターゲット
グループと同じポート上のリスナーが必要です。このロードバランサーのリスナーを追加または編集
してターゲットグループのポートと一致させるか、前の手順に戻ってターゲットグループに指定した
ポートを変更することができます。ターゲットとして追加する Application Load Balancer がわからな
い場合や、この時点で追加しない場合は、後で Application Load Balancer を追加できます。
12. [Create target group] を選択します。

Important
Application Load Balancer を削除する必要がある場合は、ターゲットとしてターゲットグループ
に登録されている Application Load Balancer は削除できないことに注意してください。削除する
には、最初にすべてのターゲットグループから登録を解除する必要があります。
AWS CLI を使用してターゲットグループを作成し、Application Load Balancer をターゲットとして登録す
るには
create-target-group コマンドと register-targets コマンドを使用します。

ステップ 3: Network Load Balancer を作成
し、Application Load Balancer をターゲットとして設
定する
コンソールを使用して Network Load Balancer を作成し、コンソールを使用して Application Load
Balancer をターゲットとして設定するには、以下のステップに従います。

新しいコンソールを使用して Network Load Balancer とリスナーを作成するには
1.

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

2.
3.
4.

この機能を使用するには、[New EC2 Experience] (新しい EC2 エクスペリエンス) を有効にする必要
があります。ナビゲーションペインの左上にあるトグルボタンを使用して新しいコンソールに切り替
えます。
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。
[Create Load Balancer] を選択します。
[Network Load Balancer] で、[Create] (作成) を選択します。

5.

基本的な設定
[Create Network Load Balancer] (Network Load Balancer の作成) ページで、[Name] (名前)、[Scheme]
(スキーム)、および [IP address type] (IP アドレスタイプ) などの [Basic configuration] (基本構成) の情
報を指定します。
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6.

[Network and Security]
a.
b.

[VPC] で、Application Load Balancer ターゲットに使用したのと同じ VPC を選択します。[ス
キーム] で [インターネット向け] を選択した場合は、インターネットゲートウェイを持つ VPC だ
けを選択できます。
[マッピング] で、1 つまたは複数のアベイラビリティーゾーンと対応するサブネットを選択し
ます。可用性、スケーリング、パフォーマンスを最適化するために、Application Load Balancer
ターゲットと同じアベイラビリティーゾーンを選択することをお勧めします。
(オプション) 静的 IP アドレスを使用するには、各アベイラビリティーゾーンの [IPv4 settings]
(IPv4 の設定) で [Use an Elastic IP address] (Elastic IP アドレスを使用する) を選択します。静的
IP アドレスを使用すると、ファイアウォールの許可リストに特定の IP を追加することや、クラ
イアントで IP をハードコードすることができます。

7.

リスナーとルーティング
a.

[Listeners] のデフォルトは、ポート 80 で TCP トラフィックを受け付けるリスナーです。トラ
フィックを Application Load Balancer ターゲットグループに転送できるのは TCP リスナーだけ
です。リスナープロトコルを TCP に設定したままにしておきますが、ポートは必要に応じて変更
できます。
この設定では、Application Load Balancer の HTTPS リスナーを使用して TLS プロトコルを終了
できます。

b.

8.

[Default action] (デフォルトアクション) で、トラフィックを転送する Application Load Balancer
ターゲットグループを選択します。ターゲットグループがリストに表示されない場合、または
(別の Network Load Balancer によってすでに使用されていて) 選択できない場合は、「ステップ
2: Application Load Balancer を含むターゲットグループをターゲットとして作成する (p. 63)」
の手順に従って新しい Application Load Balancer ターゲットグループを作成できます。
タグ (オプション) を追加し、設定を確認して [Create load balancer] (ロードバランサーを作成) を選択
します。

Important
1 つの Application Load Balancer は、最大 2 つの Network Load Balancer のターゲットとして
関連付けることができます。その場合、別々のターゲットグループに存在する Application Load
Balancer を 2 つの異なる Network Load Balancers に割り当てる必要があります。
Network Load Balancer の背後に配置する各 Application Load Balancer のターゲットの 50（クロスゾーン
負荷分散が無効の場合）または 100（クロスゾーンロードバランシングが有効になっている場合）の最大
数が減少することに注意してください。レイテンシーを最小限に抑え、リージョン内データ転送の料金を
回避するために、クロスゾーン負荷分散を無効にしたままにすることをお勧めします。ベースライン制限
については、「Network Load Balancer のクォータ (p. 91)」を参照してください。
AWS CLI を使用して Network Load Balancer を作成するには
create-load-balancer コマンドを使用します。

ステップ 4 (オプション): VPC エンドポイントサービ
ス (AWS PrivateLink) を有効にする
前のステップで設定した Network Load Balancer をプライベート接続のエンドポイントとして使用するた
めに、AWS PrivateLink を有効にすることができます。これにより、ロードバランサーへのプライベート
接続がエンドポイントサービスとして確立されます。

Network Load Balancer で AWS PrivateLink を有効にするには
1.

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。
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2.

ロードバランサーのリストページで、AWS PrivateLink を有効にする Network Load Balancer を選択
します。

3.

ロードバランサーの詳細セクション (リストの下) で [Integrated services] (統合サービス) タブを選択
します。

4.

[VPC Endpoint Services (AWS PrivateLink)] (VPC エンドポイントサービス) までスクロールします。

5.

[Create Endpoint Services] (エンドポイントサービスの作成) を選択します。残りのステップについて
は、のAWS PrivateLink ガイドの「インターフェイスエンドポイントの VPC エンドポイントサービス
設定を作成する」を参照してください。

ターゲットグループのタグ
タグを使用すると、ターゲットグループを目的、所有者、環境などさまざまな方法で分類することができ
ます。
各ターゲットグループに対して複数のタグを追加できます。タグキーは、各ターゲットグループで一意で
ある必要があります。すでにターゲットグループに関連付けられているキーを持つタグを追加すると、そ
のキーの値が更新されます。
不要になったタグは、削除することができます。

制限事項
• リソースあたりのタグの最大数 – 50
• キーの最大長 – 127 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 255 文字 (Unicode)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、ス
ペース、および数字と、特殊文字 (+、-、=、.、_、:、/、@) です。ただし、先頭または末尾にはスペー
スを使用しないでください。
• 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。このプレフィックスを持つタグは、リソースあたりのタグ数の制限時には計算されません。
New console

新しいコンソールを使用してターゲットグループのタグを更新するには
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 [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.

ターゲットグループの名前を選択して、その詳細ページを開きます。

4.

[タグ] タブで、[タグの管理] を選択し、次の 1 つ以上の操作を行います。

5.

a.

タグを更新するには、[キー] と [値] に新しい値を入力します。

b.

タグを追加するには、[タグの追加] を選択し、[キー] と [値] に値を入力します。

c.

タグを削除するには、タグの横にある [削除] を選択します。

タグの更新を完了したら、[変更内容の保存] を選択します。

Old console

コンソールを使用してターゲットグループのタグを更新するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインの [LOAD BALANCING] で [ターゲットグループ] を選択します。

3.
4.

ターゲットグループを選択します。
[Tags] タブで、[Add/Edit Tags] を選択し、次のうち 1 つ以上を選択します。

5.

a.
b.

タグを更新するには、[Key] と [Value] の値を編集します。
新しいタグを追加するには、[タグの作成] を選択し、次に [キー] と [値] に値を入力します。

c.

タグを削除するには、タグの横にある削除アイコン (X) を選択します。

タグの更新を完了したら、[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してターゲットグループのタグを更新するには
add-tags コマンドと remove-tags コマンドを使用します。

ターゲットグループの削除
ターゲットグループがリスナールールの転送アクションによって参照されていない場合は、これを削除で
きます。ターゲットグループを削除しても、ターゲットグループに登録されたターゲットには影響が及び
ません｡ 登録済み EC2 インスタンスが必要なくなった場合は停止または終了できます。
New console

新しいコンソールを使用してターゲットグループを削除するには
1.

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

2.
3.
4.

ナビゲーションペインの [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。
ターゲットグループを選択し、[Actions]、[Delete] を選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[はい、削除します] を選択します。

Old console

古いコンソールを使用してターゲットグループを削除するには
1.
2.
3.

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 [ロードバランシング] で [ターゲットグループ] を選択します。
ターゲットグループを選択し、[Actions]、[Delete] 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、[Yes] を選択します。

AWS CLI を使用してターゲットグループを削除するには
delete-target-group コマンドを使用します。
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Network Load Balancer を監視する
次の機能を使用して、ロードバランサーの監視、トラフィックパターンの分析、ロードバランサーとター
ゲットに関する問題の解決を実行できます。
CloudWatch メトリクス
Amazon CloudWatch を使用して、ロードバランサーとターゲットのデータポイントに関する統計情
報を、メトリクスと呼ばれる時系列データの時間順のセットとして取得できます。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。詳細については、「Network
Load Balancer の CloudWatch メトリクス (p. 68)」を参照してください。
VPC フローログ
VPC フローログを使用して、Network Load Balancer との間で送受信されるトラフィックに関する詳
細情報を取得できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC フローログを参照し
てください。
ロードバランサーの各ネットワークインターフェイスのフローログを作成します。ロードバランサー
のサブネットあたり 1 つのネットワークインターフェイスがあります。Network Load Balancer の
ネットワークインターフェイスを特定するには、ネットワークインターフェイスの説明フィールドで
ロードバランサーの名前を探します。
Network Load Balancer を通じて、各接続に 2 つのエントリがあります。1 つはクライアントとロード
バランサー間のフロントエンド接続で、もう 1 つはロードバランサーとターゲットとの間のバックエ
ンド接続です。ターゲットグループのクライアント IP 保存属性が有効な場合、接続はクライアントか
らの接続としてインスタンスに表示されます。それ以外の場合、接続のソース IP はロードバランサー
のプライベート IP アドレスです。インスタンスのセキュリティグループで、クライアントからの接続
が許可されないが、ロードバランサーサブネットのネットワーク ACL で許可される場合、ロードバラ
ンサーのネットワークインターフェイスのログにはフロントエンドおよびバックエンド接続に対して
「ACCEPT OK」と表示され、インスタンスのネットワークインターフェイスのログには接続に対し
て「REJECT OK」と表示されます。
アクセスログ
アクセスログを使用して、ロードバランサーに送信される TLS リクエストについて、詳細情報を収
集できます。ログファイルは Amazon S3 に保存されます。これらのアクセスログを使用して、トラ
フィックパターンの分析や、ターゲットの問題のトラブルシューティングを行うことができます。詳
細については、「Network Load Balancer のアクセスログ (p. 78)」を参照してください。
CloudTrail ログ
AWS CloudTrail を使用して、Elastic Load Balancing API に対して行われた呼び出しに関する詳細情
報をキャプチャし、Amazon S3 でログファイルとして保存できます。これらの CloudTrail ログを使用
して、行われた呼び出し、呼び出し元のソース IP アドレス、呼び出し元、呼び出し時間などを判断で
きます。詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Network Load Balancer での API 呼び出しの
ログ記録 (p. 83)」を参照してください。

Network Load Balancer の CloudWatch メトリクス
Elastic Load Balancing は、ロードバランサーとターゲットのデータポイントを Amazon CloudWatch に
発行します。CloudWatch では、それらのデータポイントについての統計を、(メトリクスと呼ばれる) 順
序付けられた時系列データのセットとして取得できます。メトリクスは監視対象の変数、データポイン
トは時間の経過と共に変わる変数の値と考えることができます。たとえば、指定した期間中のロードバラ
ンサーの正常なターゲットの合計数を監視することができます。各データポイントには、タイムスタンプ
と、オプションの測定単位が関連付けられています。
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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。たとえば、メトリクスが
許容範囲外になる場合、CloudWatch アラームを作成して、指定されたメトリクスを監視し、アクション
(E メールアドレスに通知を送信するなど) を開始することができます。
Elastic Load Balancing は、ロードバランサー経由でリクエストが伝達される場合にのみ、メトリクス
を CloudWatch にレポートします。ロードバランサーを経由するリクエストがある場合、Elastic Load
Balancing は 60 秒間隔でメトリクスを測定し、送信します。ロードバランサーを経由するリクエストがな
いか、メトリクスのデータがない場合、メトリクスは報告されません。
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
• Network Load Balancer メトリクス (p. 69)
• Network Load Balancer のメトリクスディメンション (p. 75)
• Network Load Balancer メトリクスの統計 (p. 76)
• ロードバランサーの CloudWatch メトリクスの表示 (p. 76)

Network Load Balancer メトリクス
AWS/NetworkELB 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
メトリクス

説明

ActiveFlowCount

クライアントからターゲットへの同時フロー (または接続) の合計数。こ
のメトリクスには、SYN_SENT 状態と ESTABLISHED 状態の接続が含ま
れます。TCP 接続はロードバランサーで終了しないため、ターゲットへ
の TCP 接続を開いているクライアントは単一のフローとしてカウントさ
れます。
レポート条件: 常に報告される。
統計値: 最も有用な統計値は Average、Maximum、および Minimum で
す。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ActiveFlowCount_TCP

クライアントからターゲットへの同時 TCP フロー (または接続) の合計
数。このメトリクスには、SYN_SENT 状態と ESTABLISHED 状態の接
続が含まれます。TCP 接続はロードバランサーで終了しないため、ター
ゲットへの TCP 接続を開いているクライアントは単一のフローとしてカ
ウントされます。
レポート条件: ゼロ以外の値がある
統計値: 最も有用な統計値は Average、Maximum、および Minimum で
す。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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メトリクス

説明

ActiveFlowCount_TLS

クライアントからターゲットへの同時 TLS フロー (または接続) の合計
数。このメトリクスには、SYN_SENT 状態と ESTABLISHED 状態の接続
が含まれます。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計値: 最も有用な統計値は Average、Maximum、および Minimum で
す。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ActiveFlowCount_UDP

クライアントからターゲットへの同時 UDP フロー (または接続) の合計
数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計値: 最も有用な統計値は Average、Maximum、および Minimum で
す。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
クライアントと TLS リスナー間でネゴシエーション中に失敗した TLS ハ
ClientTLSNegotiationErrorCount
ンドシェイクの合計数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ConsumedLCUs

ロードバランサーが使用するロードバランサーキャパシティーユニット
(LCU) の数です。1 時間当たりで使用する LCU 数の料金をお支払いいた
だきます｡ 詳細については、Elastic Load Balancing の料金表を参照して
ください。
レポート条件: 常に報告される。
統計: All

ディメンション
• LoadBalancer
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メトリクス

説明

ConsumedLCUs_TCP

TCP のロードバランサーが使用するロードバランサーキャパシティーユ
ニット (LCU) の数です。1 時間当たりで使用する LCU 数の料金をお支払
いいただきます｡ 詳細については、Elastic Load Balancing の料金表を参
照してください。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: All

ディメンション
• LoadBalancer
ConsumedLCUs_TLS

TLS のロードバランサーが使用するロードバランサーキャパシティーユ
ニット (LCU) の数です。1 時間当たりで使用する LCU 数の料金をお支払
いいただきます｡ 詳細については、Elastic Load Balancing の料金表を参
照してください。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: All

ディメンション
• LoadBalancer
ConsumedLCUs_UDP

UDP のロードバランサーが使用するロードバランサーキャパシティーユ
ニット (LCU) の数です。1 時間当たりで使用する LCU 数の料金をお支払
いいただきます｡ 詳細については、Elastic Load Balancing の料金表を参
照してください。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: All

ディメンション
• LoadBalancer
HealthyHostCount

正常と見なされるターゲットの数。このメトリックには、ターゲットとし
て登録されている Application Load Balancer は含まれません。
レポート条件: ヘルスチェックが有効になっている場合にレポートされま
す。
統計値: 最も有用な統計値は Maximum および Minimum です。

ディメンション
• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup
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メトリクス

説明

NewFlowCount

期間内にクライアントからターゲットに確立された新しいフロー (または
接続) の合計数。
レポート条件: 常に報告される。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
NewFlowCount_TCP

期間内にクライアントからターゲットに確立された新しい TCP フロー
(または接続) の合計数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
NewFlowCount_TLS

期間内にクライアントからターゲットに確立された新しい TLS フロー (ま
たは接続) の合計数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
NewFlowCount_UDP

期間内にクライアントからターゲットに確立された新しい UDP フロー
(または接続) の合計数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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メトリクス

説明

PeakPacketsPerSecond

サンプリングウィンドウの間に 10 秒間隔で計算される最大パケットレー
トの平均値（1 秒あたりの処理パケット数）。このメトリクスには、ヘル
スチェックトラフィックが含まれます。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Maximum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
クライアント IP 変換操作中の一時ポート割り当てエラーの総数。0 以外
PortAllocationErrorCount
の値は切断されたクライアント接続を示します。
注: ネットワークロードバランサーは一意の各ターゲット (IP アドレスと
ポート) に対して、クライアントアドレス変換を実行するときに 55,000
の同時接続または 1 分あたり約 55,000 の接続をサポートします。ポート
割り当てエラーを修正するには、ターゲットグループにさらに多くのター
ゲットを追加します。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ProcessedBytes

TCP/IP ヘッダーを含む、ロードバランサーによって処理された合計バイ
ト数。この数には、ターゲットとの間のトラフィックからヘルスチェック
トラフィックを引いたものが含まれます。
レポート条件: 常に報告される。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ProcessedBytes_TCP

TCP リスナーによって処理される総バイト数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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メトリクス

説明

ProcessedBytes_TLS

TLS リスナーによって処理される総バイト数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ProcessedBytes_UDP

UDP リスナーによって処理される総バイト数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
ProcessedPackets

ロードバランサーによって処理される総バイト数。この数には、ヘルス
チェックトラフィックを含む、ターゲットとの間のトラフィックが含まれ
ます。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
TLS リスナーとターゲット間でネゴシエーション中に失敗した TLS ハン
TargetTLSNegotiationErrorCount
ドシェイクの合計数。
レポート条件: ゼロ以外の値がある。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
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メトリクス

説明

TCP_Client_Reset_Count クライアントからターゲットに送信されたリセット (RST) パケットの合
計数。これらのリセットは、クライアントによって生成され、ロードバラ
ンサーによって転送されます。
レポート条件: 常に報告される。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
TCP_ELB_Reset_Count

ロードバランサーによって生成されたリセット (RST) パケットの合計
数。詳細については、「トラブルシューティング (p. 88)」を参照して
ください。
レポート条件: 常に報告される。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
TCP_Target_Reset_Count ターゲットからクライアントに送信されたリセット (RST) パケットの合
計数。これらのリセットは、ターゲットによって生成され、ロードバラン
サーによって転送されます。
レポート条件: 常に報告される。
統計: 最も有用な統計は Sum です。

ディメンション
• LoadBalancer
• AvailabilityZone, LoadBalancer
UnHealthyHostCount

異常とみなされるターゲットの数。このメトリックには、ターゲットとし
て登録されている Application Load Balancer は含まれません。
レポート条件: ヘルスチェックが有効になっている場合にレポートされま
す。
統計値: 最も有用な統計値は Maximum および Minimum です。

ディメンション
• LoadBalancer, TargetGroup
• AvailabilityZone, LoadBalancer, TargetGroup

Network Load Balancer のメトリクスディメンション
ロードバランサーのメトリクスを絞り込むには、次のディメンションを使用できます。
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ディメンション

説明

AvailabilityZone

アベイラビリティーゾーン別にメトリクスデータをフィルタリングします。

LoadBalancer

ロードバランサーでメトリクスデータをフィルタリングします。
ロードバランサーを次のように指定します。net/ロードバランサー
名/1234567890123456 (ロードバランサー ARN の最後の部分)。

TargetGroup

ターゲットグループでメトリクスデータをフィルタリングします。ター
ゲットグループを次のように指定します。targetgroup/ターゲットグループ
名/1234567890123456 (ターゲットグループ ARN の最後の部分)。

Network Load Balancer メトリクスの統計
CloudWatch では、Elastic Load Balancing で発行されたメトリクスのデータポイントに基づいた統計が提
供されます。統計とは、メトリクスデータを指定した期間で集約したものです。統計を要求した場合、返
されるデータストリームはメトリクス名とディメンションによって識別されます。ディメンションは、メ
トリクスを一意に識別する名前/値のペアです。たとえば、特定のアベイラビリティーゾーンで起動された
ロードバランサーの配下のすべての正常な EC2 インスタンスの統計をリクエストできます。
Minimum および Maximum の統計は、各サンプリングウィンドウの個別のロードバランサーノードか
ら報告されるデータポイントの最小値と最大値を反映します。HealthyHostCount の最大値の増加
は、UnHealthyHostCount の最小値の減少に対応します。したがって、HealthyHostCount の最大値
または UnHealthyHostCount の最小値のいずれかを使用して Network Load Balancer をモニタリングす
ることをお勧めします。
Sum 統計は、すべてのロードバランサーノードにおける集計値です。メトリクスには期間あたり複数のレ
ポートが含まれているため、Sum はすべてのロードバランサーノードで集計されたメトリクスのみに適用
されます。
SampleCount 統計は測定されたサンプルの数です。メトリクスはサンプリング間隔とイベントに基
づいて集計されるため、通常、この統計は有用ではありません。たとえば、HealthyHostCount の
SampleCount は、正常なホストの数ではなく各ロードバランサーノードが報告するサンプル数に基づい
ています。

ロードバランサーの CloudWatch メトリクスの表示
Amazon EC2 コンソールを使用して、ロードバランサーに関する CloudWatch メトリクスを表示できま
す。これらのメトリクスは、モニタリング用のグラフのように表示されます。ロードバランサーがアク
ティブでリクエストを受信しているときにのみ、モニタリング用のグラフにデータポイントが表示されま
す。
別の方法としては、ロードバランサーのメトリクスの表示に、CloudWatch コンソールを使用することも
できます。

Amazon EC2 コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

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

2.

ターゲットグループによってフィルタリングされたメトリクスを表示するには、以下の作業を実行し
ます。
a.
b.

ナビゲーションペインで、[Target Groups] を選択します。
ターゲットグループを選択し、[Monitoring] を選択します。

c.

(オプション) 結果を時間でフィルタリングするには、[Showing data for] から時間範囲を選択しま
す。
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d.
3.

1 つのメトリクスの大きいビューを取得するには、グラフを選択します。

ロードバランサーでフィルタリングされたメトリクスを表示するには、以下の操作を実行します。
a.

ナビゲーションペインで、[Load Balancers] を選択します。

b.

ロードバランサーを選択し、[Monitoring] タブを選択します。

c.

(オプション) 結果を時間でフィルタリングするには、[Showing data for] から時間範囲を選択しま
す。

d.

1 つのメトリクスの大きいビューを取得するには、グラフを選択します。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
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)] を選択します。

3.

[NetworkELB] 名前空間を選択します。

4.

(オプション) すべてのディメンションでメトリクスを表示するには、検索フィールドに名称を入力し
ます。

を使ってメトリクスを表示するにはAWS CLI
使用可能なメトリクスを表示するには、次の list-metrics コマンドを使用します。
aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/NetworkELB

AWS CLI を使用してメトリクスの統計を取得するには
get-metric-statistics コマンドを使用して、指定されたメトリクスとディメンションの統計情報を取得しま
す。CloudWatch は、ディメンションの一意の組み合わせをそれぞれ別のメトリクスとして扱うことに注
意してください。特に発行されていないディメンションの組み合わせを使用した統計を取得することはで
きません。メトリクス作成時に使用した同じディメンションを指定する必要があります。
aws cloudwatch get-metric-statistics --namespace AWS/NetworkELB \
--metric-name UnHealthyHostCount --statistics Average --period 3600 \
--dimensions Name=LoadBalancer,Value=net/my-load-balancer/50dc6c495c0c9188 \
Name=TargetGroup,Value=targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067 \
--start-time 2017-04-18T00:00:00Z --end-time 2017-04-21T00:00:00Z

出力例を次に示します。
{

}

"Datapoints": [
{
"Timestamp": "2017-04-18T22:00:00Z",
"Average": 0.0,
"Unit": "Count"
},
{
"Timestamp": "2017-04-18T04:00:00Z",
"Average": 0.0,
"Unit": "Count"
},
...
],
"Label": "UnHealthyHostCount"
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Network Load Balancer のアクセスログ
Elastic Load Balancing は、Network Load Balancer に送信される TLS リクエストについて、詳細情報を収
集するアクセスログを提供します。これらのアクセスログを使用して、トラフィックパターンを分析し、
問題のトラブルシューティングを行うことができます。

Important
アクセスログが作成されるのは、ロードバランサーに TLS リスナーがあり、TLS リクエストに関
する情報のみを含む場合のみです。
アクセスログの作成は、Elastic Load Balancing のオプション機能であり、デフォルトでは無効化されてい
ます。ロードバランサーのアクセスログの作成を有効にすると、Elastic Load Balancing はログを圧縮ファ
イルとしてキャプチャし、指定した Amazon S3 バケット内に保存します。アクセスログの作成はいつで
も無効にできます。
Amazon S3 が管理する暗号化キー (SSE-S3) によって、または S3 バケットのカスタマーマネージドキー
を使用する Key Management Service (SSE-KMS CMK) を使用して、サーバー側の暗号化を有効にできま
す。各アクセスログファイルは S3 バケットに保存される前に自動的に暗号化され、アクセス時に復号化
されます。暗号化あるいは復号化されたログファイルにアクセスする方法に違いがないため、特別なアク
ションを実行する必要はありません。各ログファイルは、一意のキーで暗号化されます。この一意のキー
自体が、定期的に更新されるマスターキーで更新されます。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイ
ドの「Amazon S3 暗号化の指定 (SSE-S3)」および「AWS KMS (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号
化の指定」を参照してください。
アクセスログに対する追加料金はありません。Amazon S3 のストレージコストは発生しますが、Amazon
S3 にログファイルを送信するために Elastic Load Balancing が使用する帯域については料金は発生しませ
ん。ストレージコストの詳細については、Amazon S3 の料金を参照してください。

アクセスログファイル
Elastic Load Balancing は各ロードバランサーノードのログファイルを 5 分ごとに発行します。ログ配信に
は結果整合性があります。ロードバランサーでは、同じ期間について複数のログが発行されることがあり
ます。これは通常、サイトに高トラフィックがある場合に発生します。
アクセスログのファイル名には次の形式を使用します。
bucket[/prefix]/AWSLogs/aws-account-id/elasticloadbalancing/region/yyyy/mm/dd/aws-accountid_elasticloadbalancing_region_net.load-balancer-id_end-time_random-string.log.gz

bucket
S3 バケットの名前。
prefix (プレフィックス)
バケットのプレフィックス (論理階層)。プレフィックスを指定しない場合、ログはバケットのルート
レベルに配置されます。
aws-account-id
所有者の AWS アカウント ID。
region
ロードバランサーおよび S3 バケットのリージョン。
yyyy/mm/dd
ログが配信された日付。
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load-balancer-id
ロードバランサーのリソース ID。リソース ID にスラッシュ (/) が含まれている場合、ピリオド (.) に
置換されます。
end-time
ログ作成の間隔が終了した日時。たとえば、終了時間 20181220T2340Z には、23:35～23:40 に行わ
れたリクエストのエントリが含まれます。
random-string
システムによって生成されたランダム文字列。
ログファイル名の例は次のようになります。
s3://my-bucket/prefix/AWSLogs/123456789012/elasticloadbalancing/useast-2/2020/05/01/123456789012_elasticloadbalancing_us-east-2_net.myloadbalancer.1234567890abcdef_20200501T0000Z_20sg8hgm.log.gz

必要な場合はログファイルを自身のバケットに保管できますが、ログファイルを自動的にアーカイブ
または削除するにように Amazon S3 ライフサイクルルールを定義することもできます。詳細について
は、Amazon S3 ユーザーガイドの「ストレージのライフサイクルの管理」を参照してください。

アクセスログのエントリ
次の表は、アクセスログのエントリのフィールドを順に示しています。すべてのフィールドはスペースで
区切られています。新しいフィールドが導入されると、ログエントリの最後に追加されます。ログファイ
ルの処理中に、予期していなかったログエントリの最後のフィールドは無視する必要があります。
フィールド

説明

type

リスナーの種類。サポートされる値は tls です。

バージョン

ログエントリのバージョン。現在のバージョンは 2.0 です。

time

TLS 接続の最後に記録された時間 (ISO 8601 形式)。

elb

ロードバランサーのリソース ID。

リスナー

接続の TLS リスナーのリソース ID。

client:port

クライアントの IP アドレスとポート。

destination:port

送信先の IP アドレスとポート。クライアントがロードバランサーに直接接続
する場合、送信先はリスナーです。クライアントが VPC エンドポイントサー
ビスを介して接続する場合、送信先は VPC エンドポイントです。

connection_time

接続が完了するまでの合計時間 (開始から終了まで) (ミリ秒単位)。

tls_handshake_time

TCP 接続が確立された後に TLS ハンドシェイクが完了するまでの合
計時間 (クライアント側の遅延時間を含む) (ミリ秒単位)。この時間は
connection_time フィールドに含まれています。

received_bytes

クライアントからロードバランサーによって受信されたバイト数 (復号後)。

sent_bytes

ロードバランサーからクライアントに送信されたバイト数 (復号前)。

incoming_tls_alert

クライアントからロードバランサーによって受信された TLS アラートの整数
値 (存在する場合)。それ以外の場合、この値は - に設定されます。
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フィールド

説明

chosen_cert_arn

クライアントに提供された証明書の ARN。有効なクライアント hello メッ
セージが送信されない場合、この値は - に設定されます。

chosen_cert_serial

将来の利用のために予約されています。この値は常に - に設定されます。

tls_cipher

クライアントとネゴシエートされた暗号スイート (OpenSSL 形式)。TLS ネゴ
シエーションが完了しない場合、この値は - に設定されます。

tls_protocol_version

クライアントとネゴシエートされた TLS プロトコル (文字列形式)。指定でき
る値は、tlsv10、tlsv11、および tlsv12 です。TLS ネゴシエーションが
完了しない場合、この値は - に設定されます。

tls_named_group

将来の利用のために予約されています。この値は常に - に設定されます。

domain_name

クライアント hello メッセージの server_name 拡張機能の値。この値は URL
でエンコードされます。有効なクライアント hello メッセージが送信されない
場合、または拡張機能が存在しない場合、この値は - に設定されます。

alpn_fe_protocol

クライアントとネゴシエートされたアプリケーションプロトコル (文字列形
式)。指定できる値は、h2、http/1.1、および http/1.0 です。TLS リス
ナーで ALPN ポリシーが設定されていない場合、一致するプロトコルが見つ
からない場合、または有効なプロトコルリストが送信されない場合、この値
は - に設定されます。

alpn_be_protocol

ターゲットとネゴシエートされたアプリケーションプロトコル (文字列形
式)。指定できる値は、h2、http/1.1、および http/1.0 です。TLS リス
ナーで ALPN ポリシーが設定されていない場合、一致するプロトコルが見つ
からない場合、または有効なプロトコルリストが送信されない場合、この値
は - に設定されます。

alpn_client_preference_list クライアントの hello メッセージ内の application_layer_protocol_negotiation
拡張機能の値。この値は URL でエンコードされます。各プロトコルは二重引
用符で囲まれ、プロトコルはカンマで区切られます。TLS リスナーで ALPN
ポリシーが設定されていない場合、有効なクライアント hello メッセージが送
信されない場合、または内線番号が存在しない場合、この値は - に設定され
ます。文字列は、256 バイトを超える場合は切り捨てられます。

ログエントリの例
以下にログエントリの例を示します。読みやすくするためだけの目的で、テキストは複数の行に表示され
ています。
次に、ALPN ポリシーを使用しない TLS リスナーの例を示します。
tls 2.0 2018-12-20T02:59:40 net/my-network-loadbalancer/c6e77e28c25b2234 g3d4b5e8bb8464cd
72.21.218.154:51341 172.100.100.185:443 5 2 98 246 arn:aws:acm:us-east-2:671290407336:certificate/2a108f19-aded-46b0-8493-c63eb1ef4a99 ECDHE-RSA-AES128-SHA tlsv12 my-network-loadbalancer-c6e77e28c25b2234.elb.us-east-2.amazonaws.com
- - -

次に、ALPN ポリシーを使用する TLS リスナーの例を示します。
tls 2.0 2020-04-01T08:51:42 net/my-network-loadbalancer/c6e77e28c25b2234 g3d4b5e8bb8464cd
72.21.218.154:51341 172.100.100.185:443 5 2 98 246 arn:aws:acm:us-east-2:671290407336:certificate/2a108f19-aded-46b0-8493-c63eb1ef4a99 -
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ECDHE-RSA-AES128-SHA tlsv12 my-network-loadbalancer-c6e77e28c25b2234.elb.us-east-2.amazonaws.com
h2 h2 "h2","http/1.1"

バケットの要件
アクセスログの作成を有効にするときは、アクセスログの S3 バケットを指定する必要があります。バ
ケットは、ロードバランサーを所有するアカウントとは別のアカウントが所有するものでもかまいませ
ん。バケットは、次の要件を満たしている必要があります。

要件
• バケットは、ロードバランサーと同じリージョンに配置されている必要があります。
• 指定するプレフィックスに AWSLogs を含めることはできません。指定したバケット名とプレフィック
スの後に、AWSLogs で始まるファイル名部分が追加されます。
• このバケットは、バケットにアクセスログを書き込む許可を に付与するバケットポリシーが必要です。
バケットポリシーは、バケットのアクセス許可を定義するためにアクセスポリシー言語で記述された
JSON ステートメントのコレクションです。ポリシーの例を次に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:PutObject",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name/prefix/AWSLogs/aws-account-id/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
}
}
},
{
"Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": "s3:GetBucketAcl",
"Resource": "arn:aws:s3:::bucket_name"
}
]

暗号化
Amazon S3 アクセスログバケットのサーバー側の暗号化は、次のいずれかの方法で有効にできます。
• Amazon S3 が管理するキー (SSE-S3)
• AWS Key Management Service に保存された AWS KMS キー (SSE-KMS) †
† Network Load Balancer のアクセスログでは、AWS が管理するキーは使用できず、カスタマー管理の
キーを使用する必要があります。
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詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「Amazon S3 暗号化の指定 (SSE-S3)」および「AWS
KMS (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化の指定」を参照してください。
キーポリシーで、ログの暗号化および復号化する許可をサービスに与える必要があります。ポリシーの例
を次に示します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
}
]

アクセスログの作成の有効化
ロードバランサーのアクセスログの作成を有効にする場合は、ロードバランサーがログを保存する S3;
バケットの名前を指定する必要があります。詳細については、「」を参照してくださいバケットの要
件 (p. 81)

コンソールを使用してアクセスログの作成を有効にするには
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、[Load Balancers] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択します。

4.

[Description] タブで、[Edit attributes] を選択します。

5.

[Edit load balancer attributes] ページで、以下を実行します。
a.

[アクセスログ] で、[有効化] を選択します。

b.

[S3 location] に、プレフィックスを含めて S3 バケットの名前を入力します (たとえば myloadbalancer-logs/my-app)。既存のバケットの名前や新しいバケットの名前を指定できま
す。既存のバケットを指定する場合は、このバケットを所有していること、および必要なバケッ
トポリシーを設定したことを確認します。

c.

(オプション) バケットが存在しない場合は、[Create this location for me] を選択します。Amazon
S3 内で既存の、すべてのバケット名の中で一意な名前を指定し、DNS 命名規則に従う必要があ
ります。詳細については、Amazon S3 ユーザーガイドの「バケットの制約と制限」を参照してく
ださい。

d.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してアクセスログの作成を有効にするには
modify-load-balancer-attributes コマンドを使用します。
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アクセスログの作成の無効化
ロードバランサーのアクセスログの作成は、いつでも無効にできます。アクセスログの作成を無効にした
後は、削除するまでアクセスログは S3; バケットに残されたままです。詳細については、Amazon Simple
Storage Service ユーザーガイドでバケットの使用について参照してください。

コンソールを使用してアクセスログの作成を無効にするには
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、[Load Balancers] を選択します。

3.

ロードバランサーを選択します。

4.

[Description] タブで、[Edit attributes] を選択します。

5.

[アクセスログ] で、[有効化] をクリアします。

6.

[Save] を選択します。

AWS CLI を使用してアクセスログの作成を無効にするには
modify-load-balancer-attributes コマンドを使用します。

アクセスログファイルの処理
アクセスログファイルは圧縮されます。Amazon S3 コンソールを使用してファイルを開くと、ファイルは
解凍され、情報が表示されます。ファイルをダウンロードする場合、情報を表示するには解凍する必要が
あります。
ウェブサイトの需要が大きい場合は、ロードバランサーによって数 GB のデータ量のログファイルが生成
されることがあります。このような大容量のデータは、行単位で処理できない場合があります。このた
め、場合によっては、並列処理ソリューションを提供する分析ツールを使用する必要があります。たとえ
ば、次の分析ツールを使用するとアクセスログの分析と処理を行うことができます。
• Amazon Athena はインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用し
て簡単に分析できるようになります。詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドのNetwork Load
Balancer ログのクエリを参照してください。
• Loggly
• Splunk
• Sumo Logic

AWS CloudTrail を使用した Network Load Balancer
での API 呼び出しのログ記録
Elastic Load Balancing は、AWS CloudTrail と統合されています。これは、Elastic Load Balancing の
ユーザー、ロール、または AWS のサービスで実行されたアクションを記録するためのサービスで
す。CloudTrail は、Elastic Load Balancing のすべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。
キャプチャされる呼び出しには、AWS Management Console からのものと、Elastic Load Balancing API
オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成すると、Elastic Load Balancing のイベン
トなどの CloudTrail イベントを、Amazon S3 バケットに対し継続的にデリバリーすることが可能になり
ます。証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、Elastic Load Balancing に対するリクエス
ト、リクエスト送信元の IP アドレス、リクエストを作成したユーザー、リクエストの作成日時などの詳細
を確認できます。
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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 内の Elastic Load Balancing に関する情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Elastic Load Balancing でア
クティビティが発生すると、そのアクティビティは、[Event history] (イベント履歴) にある他の AWS の
サービスのイベントとともに、CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント
で表示、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。
Elastic Load Balancing のイベントなど、AWS アカウント内のイベントを継続的に記録するには、追跡を
作成します。証跡により、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、コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡は
AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケッ
トにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分析
し、それに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照
してください。
• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail 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
• CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る、複数のアカウントから CloudTrail ログファ
イルを受け取る
Network Load Balancer のすべての Elastic Load Balancing アクションは CloudTrail によってログに記
録され、Elastic Load Balancing API リファレンスバージョン 2015-12-01 に記載されています。例え
ば、CreateLoadBalancer および DeleteLoadBalancer の各アクションを呼び出すと、CloudTrail ロ
グファイルにエントリが生成されます。
各イベントまたはログエントリには、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 AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、CloudTrail userIdentity エレメントを参照してください。

Elastic Load Balancing ログファイルのエントリの理
解
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
す。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントはあらゆるソース
からの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラ
メータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたス
タックトレースではないため、特定の順序では表示されません。
ログファイルには、Elastic Load Balancing の API 呼び出しだけでなく、AWS アカウン
トでのすべての AWS API 呼び出しイベントが含まれます。値 eventSource を使用して
elasticloadbalancing.amazonaws.com 要素を確認することで、Elastic Load Balancing API に対す
る呼び出しを見つけることができます。CreateLoadBalancer などの特定のアクションのレコードを表
示するには、アクション名で eventName 要素を確認します。
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以下は、Network Load Balancer を作成し、AWS CLI を使用して削除したユーザーの Elastic Load
Balancing の CloudTrail ログレコードの例です。userAgent 要素を使用して CLI を特定できま
す。eventName 要素を使用して、リクエストされた API コールを特定できます。ユーザーに関する情報
(Alice) は userIdentity 要素で確認できます。

Example 例: CreateLoadBalancer
{

"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
"eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName": "CreateLoadBalancer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.1",
"userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
"requestParameters": {
"subnets": ["subnet-8360a9e7","subnet-b7d581c0"],
"securityGroups": ["sg-5943793c"],
"name": "my-load-balancer",
"scheme": "internet-facing",
"type": "network"
},
"responseElements": {
"loadBalancers":[{
"type": "network",
"ipAddressType": "ipv4",
"loadBalancerName": "my-load-balancer",
"vpcId": "vpc-3ac0fb5f",
"securityGroups": ["sg-5943793c"],
"state": {"code":"provisioning"},
"availabilityZones": [
{"subnetId":"subnet-8360a9e7","zoneName":"us-west-2a"},
{"subnetId":"subnet-b7d581c0","zoneName":"us-west-2b"}
],
"dNSName": "my-load-balancer-1836718677.us-west-2.elb.amazonaws.com",
"canonicalHostedZoneId": "Z2P70J7HTTTPLU",
"createdTime": "Apr 11, 2016 5:23:50 PM",
"loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:uswest-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0",
"scheme": "internet-facing"
}]
},
"requestID": "b9960276-b9b2-11e3-8a13-f1ef1EXAMPLE",
"eventID": "6f4ab5bd-2daa-4d00-be14-d92efEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-12-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

Example 例: DeleteLoadBalancer
{

"eventVersion": "1.03",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2016-04-01T15:31:48Z",
"eventSource": "elasticloadbalancing.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteLoadBalancer",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "198.51.100.1",
"userAgent": "aws-cli/1.10.10 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.1",
"requestParameters": {
"loadBalancerArn": "arn:aws:elasticloadbalancing:uswest-2:123456789012:loadbalancer/net/my-load-balancer/ffcddace1759e1d0"
},
"responseElements": null,
"requestID": "349598b3-000e-11e6-a82b-298133eEXAMPLE",
"eventID": "75e81c95-4012-421f-a0cf-babdaEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-12-01",
"recipientAccountId": "123456789012"
}
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Network Load Balancer をトラブル
シューティングする
以下の情報は、Network Load Balancer の問題のトラブルシューティングに役立ちます。

登録されたターゲットが実行中でない
ターゲットが InService 状態になるまでに予想以上に時間がかかっている場合、ヘルスチェックに合格
していない可能性があります。ターゲットは、ヘルスチェックに合格するまで実行されません。詳細につ
いては、「」を参照してくださいターゲットグループのヘルスチェック (p. 52)
インスタンスがヘルスチェックに合格していないことを確認したら、以下についてチェックします。
セキュリティグループでトラフィックが許可されていない
インスタンスに関連付けられたセキュリティグループでは、ヘルスチェックポートとヘルスチェック
プロトコルを使用してロードバランサーからのトラフィックを許可する必要があります。詳細につい
ては、「ターゲットセキュリティグループ (p. 57)」を参照してください。
ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) ではトラフィックが許可されない
インスタンスのサブネットとロードバランサーのサブネットに関連付けられているネットワーク ACL
は、ロードバランサーからのトラフィックとヘルスチェックを許可する必要があります。詳細につい
ては、「ネットワーク ACL (p. 58)」を参照してください。

リクエストがターゲットにルーティングされない
以下を確認します。
セキュリティグループでトラフィックが許可されていない
インスタンスに関連付けられているセキュリティグループでは、リスナーポートからクライアント IP
アドレス (ターゲットがインスタンス ID で指定されている場合) またはロードバランサーノード (ター
ゲットが IP アドレスで指定されている場合) へのトラフィックが許可されている必要があります。詳
細については、「ターゲットセキュリティグループ (p. 57)」を参照してください。
ネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) ではトラフィックが許可されない
VPC のサブネットに関連付けられているネットワーク ACL では、リスナーポートでロードバラン
サーとターゲットの双方向の通信が許可されている必要があります。詳細については、「ネットワー
ク ACL (p. 58)」を参照してください。
有効になっていないアベイラビリティーゾーンにターゲットがある
ターゲットをアベイラビリティーゾーンに登録したが、アベイラビリティーゾーンを有効にしていな
い場合、登録したターゲットはロードバランサーからのトラフィックを受信しません。
インスタンスがピア接続 VPC にある
ロードバランサー VPC とピア接続されている VPC にインスタンスがある場合、インスタンス ID で
はなく IP アドレスで、そのインスタンスをロードバランサーに登録する必要があります。
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ターゲットが受け取るヘルスチェックリクエストが
想定よりも多い
Network Load Balancer のヘルスチェックは分散され、コンセンサスメカニズムを使用してターゲットの
ヘルスを判断します。そのため、ターゲットは HealthCheckIntervalSeconds 設定で設定されている
ヘルスチェック数よりも多くのヘルスチェックを受けます。

ターゲットが受け取るヘルスチェックリクエストが
想定よりも少ない
net.ipv4.tcp_tw_recycle が有効化されているかどうかを確認します。この設定は、ロードバラン
サーに関する問題が発生することが判っています。net.ipv4.tcp_tw_reuse 設定の方が安全であると
見なされています。

異常なターゲットがロードバランサーからリクエス
トを受信する
ロードバランサーに対して少なくとも 1 つの正常な登録済みターゲットがある場合、ロードバランサーは
正常な登録済みターゲットにのみリクエストをルーティングします。異常な登録済みターゲットのみがあ
る場合、ロードバランサーはすべての登録済みターゲットにリクエストをルーティングします。

ホストヘッダーの不一致により、ターゲットが
HTTP または HTTPS ヘルスチェックに失敗する
ヘルスチェックリクエストの HTTP ホストヘッダーには、ターゲットの IP アドレスおよびヘルスチェッ
クポートではなく、ロードバランサーノードの IP アドレスおよびリスナーポートが含まれます。受信リク
エストをホストヘッダーでマッピングする場合は、ヘルスチェックが任意の HTTP ホストヘッダーと一致
することを確認する必要があります。別のオプションとして、別のポートに別々の HTTP サービスを追加
し、代わりにそのポートをヘルスチェックに使用するようにターゲットグループを設定することもできま
す。または、TCP ヘルスチェックの使用を検討してください。

TCP_ELB_Reset_count メトリクスを増加
クライアントが Network Load Balancer を通じて行う TCP リクエストごとに、その接続の状態が追跡され
ます。アイドルタイムアウトよりも長い時間、クライアントからもターゲットからもその接続経由でデー
タが送信されない場合、接続は閉じられます。アイドルタイムアウト期間の経過後にクライアントまたは
ターゲットがデータを送信した場合、TCP RST パケットを受信して、接続が無効になったことを示しま
す。さらに、ターゲットが異常になると、ロードバランサーは、ターゲットに関連付けられたクライアン
ト接続で受信したパケットの TCP RST を送信します (異常なターゲットがトリガーしたロードバランサー
が起動しなかった場合以外)。
UnhealthyHostCount メトリクスが増加する直前または増加すると同時に、TCP_ELB_Reset_Count
メトリクスにスパイクが見られる場合は、ターゲットが失敗し始めたが異常とマークされていないた
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め、TCP RST パケットが送信された可能性があります。TCP_ELB_Reset_Count で永続的な増加が見ら
れたら、ターゲットが正常でないとマークされない場合、期限切れのフローでデータを送信しているクラ
イアントの VPC フローログを確認できます。

ターゲットからそのロードバランサーへのリクエス
トが接続タイムアウトになる
ターゲットグループでクライアント IP 保存が有効になっているかどうかを確認します。クライアント IP
保存が有効になっているロードバランサーは、ヘアピニングまたはループバックをサポートしていませ
ん。インスタンスが、登録されているロードバランサーのクライアントである場合で、クライアント IP 保
護が有効になっている場合、リクエストが別のインスタンスにルーティングされる場合のみ接続が成功し
ます。それ以外の場合は、送信元と宛先の IP アドレスが同じであるため、接続がタイムアウトします。
インスタンスが、それが登録されているロードバランサーにリクエストを送信する必要がある場合は、次
のいずれかを実行します。
• クライアント IP の無効化
• 通信する必要があるコンテナが異なるコンテナインスタンスにあることを確認します。

Network Load Balancer にターゲットを移動する際
にパフォーマンスが低下する
Classic Load Balancer と Application Load Balancer はどちらも接続の多重化を使用しますが、Network
Load Balancer では使用しません。したがって、ターゲットは Network Load Balancer の背後で複数の
TCP 接続を受け取ることができます。必ず、ターゲットが受信する可能性のある接続リクエストのボ
リュームを処理できるようにしてください。

AWS PrivateLink を介した接続のポート割り当てエ
ラー
Network Load Balancer が VPC エンドポイントサービスに関連付けられている場合、ロードバランサー
は一意の各ターゲット (IP アドレスとポート) に対して 55,000 の同時接続または 1 分あたり約 55,000 の
接続をサポートできます。これらの接続数を超えた場合、ポート割り当てエラーが発生する可能性が高
くなります。ポート割り当てエラーは、PortAllocationErrorCount メトリクスを使用して追跡でき
ます。ポート割り当てエラーを修正するには、ターゲットグループにさらに多くのターゲットを追加し
ます。詳細については、「Network Load Balancer の CloudWatch メトリクス (p. 68)」を参照してくださ
い。

クライアント IP 保存が有効になっている場合の断
続的な接続障害
クライアント IP の保存が有効な場合、ターゲットで確認されたソケットの再利用に関連する TCP/IP 接続
の制限が発生することがあります。これらの接続制限が発生する可能性があるのは、クライアント、また
はクライアントの前面にある NAT デバイスが、複数のロードバランサーノードに同時に接続する際に、
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同じ送信元 IP アドレスと送信元ポートを使用する場合です。ロードバランサーがこれらの接続を同じター
ゲットにルーティングする場合、接続は同じ送信元ソケットからの接続のようにターゲットに表示され、
それにより接続エラーが発生します。その場合、クライアントは再試行 (接続が失敗した場合)、または再
接続 (接続が中断した場合) できます。このタイプの接続エラーは、送信元の一時ポートの数を増やすか、
ロードバランサーのターゲット数を増やすことによって減らすことができます。このタイプの接続エラー
は、クライアント IP の保存を無効にするか、クロスゾーン負荷分散を無効にすることで防止できます。
さらに、クライアント IP の保存が有効な場合、Network Load Balancer に接続しているクライアントが
ロードバランサーの背後にあるターゲットにも接続されると接続に失敗することがあります。この問題を
解決するには、影響を受けるターゲットグループでクライアント IP 保存を無効にすることができます。
または、クライアントを Network Load Balancer にのみ接続するか、ターゲットにのみ接続します。ただ
し、両方に接続することはできません。

TCP 接続の遅延
クロスゾーン負荷分散とクライアント IP の保存の両方が有効になっている場合、同じロードバランサー上
の異なる IP に接続しているクライアントが同じターゲットにルーティングされることがあります。クライ
アントがこれらの接続の両方に同じソースポートを使用する場合、ターゲットでは重複しているかのよう
な接続を受信します。これにより、接続エラーや新しい接続を確立する際の TCP 遅延が発生する可能性が
あります。このタイプの接続エラーは、クロスゾーン負荷分散を無効にすることで防止できます。詳細に
ついては、「クロスゾーン負荷分散 (p. 14)」を参照してください。

ロードバランサーのプロビジョニング時に発生する
可能性のあるエラー
Network Load Balancer がプロビジョニング中に失敗する理由の 1 つとして、既に割り当てられている
か、別の場所で割り当てられている IP アドレス (EC2 インスタンスのセカンダリ IP アドレスとして割り
当てられているなど) を使用していることが考えられます。この IP アドレスにより、ロードバランサーの
設定が妨げられ、状態は failed になります。この問題は、関連付けられた IP アドレスの割り当てを解
除し、作成プロセスを再試行することで解決できます。
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Network Load Balancer のクォータ
AWS アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) が
あります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについ
ては引き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。
Network Load Balancer 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 サービス] 、[Elastic Load Balancing] の順に選択します。また、Elastic Load
Balancing 用に describe-account-limits (AWS CLI) コマンドを使用することもできます。
クォータの増加をリクエストするには、Service Quotas ユーザーガイドの Requesting a quota increase を
参照してください。クォータが Service Quotas でまだ使用できない場合は、Elastic Load Balancing の制
限引き上げフォームを使用します。
ロードバランサー
お客様の AWS アカウントには、Network Load Balancer に関連する以下のクォータがあります。
名前

デフォルト

調整可能

Network Load Balancer あたりの証明書

25

はい

Network Load Balancer あたりのリスナー

50

いいえ

VPC あたりの Network Load Balancer ENI

1,200 *

はい

リージョンあたりの Network Load Balancer

50

はい

Network Load Balancer あたりのターゲットグループ (ア
クションごと)

1

いいえ

Network Load Balancer ごとのアベイラビリティーゾー
ンあたりのターゲット

500 †

はい

Network Load Balancer あたりのターゲット

3,000

はい

*それぞれの Network Load Balancer は、ゾーンごとに 1 つのネットワークインターフェイスを使用しま
す。クォータは VPC レベルで設定されます。サブネットまたは VPC を共有する場合、使用量はテナント
全体で計算されます。
† ターゲットが N ターゲットグループで登録されている場合、この制限に対して N ターゲットとしてカウ
ントされます。Network Load Balancer のターゲットである各 Application Load Balancer は、50 ターゲッ
ト (クロスゾーン負荷分散が無効になっている場合)、または 100 ターゲット (クロスゾーン負荷分散が有
効になっている場合）としてカウントされます。
ターゲットグループ
次のクォータはターゲットグループ用です。
名前

デフォルト

調整可能

リージョンあたりのターゲットグループ

3,000 **

はい

リージョンごとのターゲットグループあたりのターゲッ
ト (インスタンスまたは IP アドレス)

1,000

はい
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名前

デフォルト

調整可能

リージョンごとのターゲットグループあたりのターゲッ
ト (Application Load Balancer)

1

いいえ

** このクォータは、Application Load Balancer および Network Load Balancer によって共有されます。
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Network Load Balancer のドキュメン
ト履歴
次の表に、Network Load Balancer のリリース情報を示します。
変更

説明

日付

TLS 1.3

このリリースでは TLS バージョ 2021 年 10 月 14 日
ン 1.3 をサポートするセキュリ
ティポリシーが追加されました。

ターゲットとしての Application
Load Balancer

このリリースでは、Network
2021 年 9 月 27 日
Load Balancer のターゲットとし
て Application Load Balancer を
設定するサポートが追加されてい
ます。

クライアント IP の保存

このリリースでは、クライアント 2021 年 2 月 4 日
IP の保存を設定できるようにな
りました。

TLS バージョン 1.2 をサポート
する FS のセキュリティポリシー

このリリースでは、TLS バー
ジョン 1.2 をサポートする前方
秘匿性 (FS) のセキュリティポリ
シーが追加されました。

デュアルスタックモード

このリリースでは、デュアルス
2020 年 11 月 13 日
タックモードのサポートが追加さ
れ、クライアントが IPv4 アドレ
スと IPv6 アドレスの両方を使用
してロードバランサーに接続でき
るようになります。

登録解除時の接続終了 (p. 93)

このリリースでは、登録解除タイ 2020 年 11 月 13 日
ムアウトの終了後に登録解除され
たターゲットへの接続を閉じるサ
ポートが追加されました。

ALPN ポリシー

このリリースでは、ApplicationLayer Protocol Negotiation
(ALPN) プリファレンスリストの
サポートが追加されました。

スティッキーセッション

このリリースでは、送信元 IP ア 2020 年 2 月 28 日
ドレスとプロトコルに基づくス
ティッキーセッションのサポート
が追加されています。

共有サブネット (p. 93)

このリリースでは、別の AWS ア 2019 年 11 月 26 日
カウントと共有するサブネットを
指定するためのサポートが追加さ
れています。
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2020 年 11 月 24 日

2020 年 5 月 27 日
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プライベート IP アドレ
ス (p. 93)

このリリースでは、内部ロード
2019 年 11 月 25 日
バランサーのアベイラビリティー
ゾーンを有効にするときに指定す
るサブネットの IPv4 アドレス範
囲からプライベート IP アドレス
を提供できます。

サブネットの追加 (p. 93)

このリリースでは、ロードバラン 2019 年 11 月 25 日
サーを作成した後で、追加のアベ
イラビリティーゾーンを有効にす
るサポートが追加されています。

SNI サポート

このリリースでは、Server Name 2019 年 9 月 12 日
Indication (SNI) へのサポートを
追加しています。

UDP プロトコル (p. 93)

このリリースでは、UDP プロト
コルのサポートが追加されまし
た。

2019 年 6 月 24 日

TLS プロトコル

このリリースでは、TLS プロト
コルのサポートが追加されまし
た。

2019 年 1 月 24 日

クロスゾーン負荷分散 (p. 93)

このリリースでは、クロスゾー
2018 年 2 月 22 日
ン負荷分散を有効にするためのサ
ポートを追加しています。

Proxy Protocol

このリリースでは、Proxy
Protocol を有効にするためのサ
ポートが追加されます。

IP アドレスをターゲットに設定

このリリースでは、IP アドレス
2017 年 9 月 21 日
をターゲットとして登録する機能
のサポートが追加されます。

新しい種類のロードバラン
サー (p. 93)

このリリースの Elastic Load
Balancing では、Network Load
Balancer が導入されています。
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2017 年 9 月 7 日

