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マイクロサービスにおけるデータ永
続性の実現

タビー・ウォード、Amazon Web Services (AWS)

2021 年 2 月 (ドキュメント履歴 (p. 16))

Organizations は、成長機会を創出し、市場投入までの時間を短縮するために、常に新しいプロセスを模索
しています。アプリケーション、ソフトウェア、IT システムを最新化することで、組織の俊敏性と効率性
を高めることができます。モダナイゼーションは、より速く、より良いサービスを顧客に提供するのにも
役立ちます。

アプリケーションのモダナイゼーションは、組織の継続的な改善への入り口です。まず、モノリシックな
アプリケーションを、独自に開発、デプロイ、管理される一連のマイクロサービスにリファクタリングし
ます。このがあります。

• モノリスをマイクロサービスに分解 — パターンを使用してモノリシックアプリケーションをマイクロ
サービスに分解します。

• マイクロサービスの統合 — Amazon Web Services (AWS) サーバーレスサービスを使用して、新しく作
成したマイクロサービスをマイクロサービスアーキテクチャに統合します。

• マイクロサービスアーキテクチャのデータ永続性を実現 — データストアを分散させることで、マイクロ
サービス間の多言語持続性を促進します。

一部のユースケースではモノリシックアプリケーションアーキテクチャを使用できますが、最新のアプリ
ケーション機能はモノリシックアーキテクチャでは機能しないことがよくあります。たとえば、個々のコ
ンポーネントをアップグレードしている間はアプリケーション全体を利用可能な状態に保つことはできま
せん。また、個々のコンポーネントをスケーリングしてボトルネックやホットスポット（アプリケーショ
ンのデータ内の比較的密集した領域）を解決することもできません。モノリスは大きくて管理しづらいア
プリケーションになる可能性があり、小さな変更を導入するには複数のチーム間で多大な労力と調整が必
要です。

レガシーアプリケーションは通常、一元化されたモノリシックデータベースを使用するため、スキーマの
変更が困難になり、成長に対応する唯一の方法として垂直スケーリングによるテクノロジーロックインが
発生し、単一障害点が発生します。モノリシックデータベースでは、マイクロサービスアーキテクチャの
実装に必要な分散型の独立したコンポーネントを構築することもできません。

以前は、一般的なアーキテクチャアプローチは、モノリシックアプリケーションで使用される 1 つのリ
レーショナルデータベースですべてのユーザー要件をモデル化することでした。このアプローチは一般
的なリレーショナルデータベースアーキテクチャによってサポートされており、アプリケーションアーキ
テクトは通常、開発プロセスの初期段階でリレーショナルスキーマを設計し、高度に正規化されたスキー
マを構築してから開発チームに送りました。ただし、これは、データベースがアプリケーションのユース
ケースのデータモデルを動かし、その逆ではなかったことを意味していました。

データストアを分散化することを選択することで、マイクロサービス間での多言語の持続性が促進され、
マイクロサービスのデータアクセスパターンやその他の要件に基づいてデータストレージテクノロジーを
特定できます。各マイクロサービスには独自のデータストアがあり、影響の少ないスキーマの変更で個別
にスケーリングでき、データはマイクロサービスの API を介してゲートされます。モノリシックデータ
ベースを分解するのは簡単ではありません。最大の課題の 1 つは、可能な限り最高のパフォーマンスを実
現できるようにデータを構造化することです。また、ポリグロットパーシスタンスが分散されていると、
最終的にデータの一貫性が保たれます。また、トランザクション中のデータ同期、トランザクションの整
合性、データの複製、結合と遅延など、徹底的な評価を必要とするその他の潜在的な課題もあります。
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ターゲットを絞ったビジネス成果

このガイドは、アプリケーション所有者、ビジネス所有者、アーキテクト、テクニカルリード、プロジェ
クトマネージャを対象としています。このガイドでは、マイクロサービス間でデータを永続化できるよう
にするための次の 6 つのパターンについて説明します。

• Database-per-service パターン (p. 3)
• API コンポジションパターン (p. 5)
• CQRS パターン  (p. 6)
• EventStreams (p. 7)
• Sagaパターン (p. 10)

• sagaを使用してパターンを実装する手順についてはAWS Step Functions、AWS規範ガイダンスWeb
サイトの「sagaAWS Step Functionsを使用してサーバーレスパターンを実装する」というパターンを
参照してください。

• Shared-database-per-service パターン (p. 11)

このガイドは、が推奨するアプリケーションモダナイゼーションアプローチを取り上げたコンテンツシ
リーズの一部ですAWS。このシリーズには以下も含まれます。

• AWSクラウドのアプリケーションのモダナイズ戦略を参照してください。
• AWSクラウドでのアプリケーションをモダナイズするための段階的アプローチをするための段階的アプ

ローチがあります。
• AWSクラウドでのアプリケーションのモダナイズの準備状況を評価する
• モノリスをマイクロサービスに分解
• AWSサーバーレスサービスによるマイクロサービスの統合

ターゲットを絞ったビジネス成果
多くの組織は、ユーザーエクスペリエンスの革新と向上が、モノリシックなアプリケーション、データ
ベース、テクノロジーによって悪影響を受けることに気づいています。レガシーアプリケーションやデー
タベースでは、最新のテクノロジーフレームワークを採用する選択肢が減り、競争力とイノベーションが
制限されます。ただし、アプリケーションとそのデータストアをモダナイズすると、スケーリングが容易
になり、開発が速くなります。データ分離戦略によりフォールトトレランスとレジリエンシーが向上し、
新しいアプリケーション機能の市場投入までの時間を短縮できます。

マイクロサービス間のデータ永続化を促進することで、次の 6 つの成果が期待できます。

• 従来のモノリシックデータベースをアプリケーションポートフォリオから削除します。
• アプリケーションの耐障害性、耐障害性、可用性を向上させます。
• 新しいアプリケーション機能の市場投入までの時間を短縮します。
• 全体的なライセンス費用と運用コストを削減します。
• オープンソースのソリューション (MySQL や PostgreSQL など) を活用してください。
• AWSクラウド上の 15 種類以上の専用データベースエンジンから選択して、拡張性の高い分散型アプリ

ケーションを構築できます。
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Database-per-service パターン

データパーシステンスを有効にする
パターン

マイクロサービスでデータを永続化するには、次のパターンを使用します。

トピック
• Database-per-service パターン (p. 3)
• API コンポジションパターン (p. 5)
• CQRS パターン  (p. 6)
• EventStreams (p. 7)
• Sagaパターン (p. 10)
• Shared-database-per-service パターン (p. 11)

Database-per-service パターン
個々のマイクロサービスはそれぞれ独自のデータストアから情報を格納および取得できるため、ルーズ
カップリングはマイクロサービスアーキテクチャの核となる特徴です。 database-per-service パターン
を展開することで、アプリケーションとビジネス要件に最も適したデータストア (リレーショナルデー
タベースや非リレーショナルデータベースなど) を選択します。つまり、マイクロサービスはデータレイ
ヤーを共有せず、マイクロサービスの個々のデータベースへの変更は他のマイクロサービスに影響を与え
ず、個々のデータストアには他のマイクロサービスから直接アクセスすることはできず、永続データには
APIによってのみアクセスされます。データストアを分離することで、アプリケーション全体の耐障害性
も向上し、単一のデータベースが単一障害点になることがなくなります。

次の図では、「営業」、「顧客」、および「コンプライアンス」AWS マイクロサービスによってさまざ
まなデータベースが使用されています。AWS Lambdaこれらのマイクロサービスは関数としてデプロイさ
れ、Amazon API Gateway API を介してアクセスされます。 AWS Identity and Access Management(IAM) 
ポリシーにより、データは非公開に保たれ、マイクロサービス間で共有されないことが保証されます。
各マイクロサービスは、個々の要件を満たすデータベースタイプを使用します。たとえば、「営業」は 
Amazon Aurora を使用し、「顧客」は Amazon DynamoDB を使用し、「コンプライアンス」は SQL 
Server 用の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用します。
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Database-per-service パターン

次の場合は、このパターンの使用を検討してください。

• マイクロサービス間では緩やかな結合が必要です。
• マイクロサービスには、データベースのコンプライアンス要件やセキュリティ要件が異なります。
• スケーリングをよりきめ細かく制御する必要があります。

database-per-service このパターンを使用することには次のような欠点があります。

• 複数のマイクロサービスやデータストアにまたがる複雑なトランザクションやクエリを実装するのは難
しいかもしれません。

• 複数のリレーショナルデータベースと非リレーショナルデータベースを管理する必要があります。
• データストアは、一貫性、可用性、またはパーティショントレランスという 2 つの CAP 定理要件を満

たす必要があります。
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API コンポジションパターン

Note

database-per-service このパターンを使用する場合は、API コンポジションパター
ン (p. 5)CQRS パターン  (p. 6)またはをデプロイして、複数のマイクロサービスにまたが
るクエリを実装する必要があります。

API コンポジションパターン
このパターンでは、API コンポーザー (アグリゲーター) を使用して、データを所有する個々のマイクロ
サービスを呼び出してクエリを実装します。次に、インメモリ結合を実行して結果を結合します。

次の図は、このパターンの実装を示しています。

図表に示す内容は以下のワークフローです。

1. API ゲートウェイは、Aurora データベース内の顧客の注文を追跡する「Orders」マイクロサービスを備
えた「/customer」API を処理します。

2. 「Support」マイクロサービスはカスタマーサポートの問題を追跡し、Amazon OpenSearch Service 
データベースに保存します。
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CQRS パターン 

3. 「CustomerDetails" マイクロサービスは、顧客の属性 (住所、電話番号、支払いの詳細など) を 
DynamoDB テーブルに保持します。

4. 「GetCustomer」Lambda 関数は、これらのマイクロサービスの API を実行し、データをリクエスト元
に返す前にメモリ内結合を実行します。これにより、ユーザー向けAPIへの1回のネットワーク呼び出し
で顧客情報を簡単に取得でき、インターフェースも非常にシンプルになります。

API 構成パターンは、複数のマイクロサービスからデータを収集する最も簡単な方法です。ただし、API 
構成パターンを使用することには次のような欠点があります。

• インメモリ結合を必要とする複雑なクエリや大規模なデータセットには適さない場合があります。
• API Composer に接続するマイクロサービスの数を増やすと、システム全体の可用性が低下します。
• データベース要求が増えると、ネットワークトラフィックが増え、運用コストも増加します。

CQRS パターン
コマンドクエリ責任分離 (CQRS) パターンは、データミューテーション、つまりシステムのコマンド
部分をクエリ部分から分離します。スループット、レイテンシー、または一貫性の要件が異なる場合
は、CQRS パターンを使用して更新とクエリを分離できます。CQRS パターンは、アプリケーションをコ
マンド側とクエリ側の 2 つの部分に分割します。コマンド側はcreate、update、deleteおよびリクエ
ストを処理します。クエリ側は、queryリードレプリカを使用してパーツを実行します。

次の図では、DynamoDB などの NoSQL データストアを使用して書き込みスループットを最適化し、柔軟
なクエリ機能を提供しています。これにより、データを追加する際のアクセスパターンが明確に定義され
ているワークロードでも、高い書き込みスケーラビリティを実現できます。Aurora などのリレーショナル
データベースには複雑なクエリ機能があります。DynamoDB ストリームは、Aurora テーブルを更新する 
Lambda 関数にデータを送信します。
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EventStreams

次の場合は、このパターンの使用を検討してください。

• database-per-service パターンを実装し、複数のマイクロサービスからのデータを結合したいと考えて
います。

• 読み取りワークロードと書き込みワークロードには、スケーリング、レイテンシー、一貫性に関する個
別の要件があります。

• 読み取りクエリの最終的な整合性は許容範囲内です。

Important

通常、CQRS パターンにより、データストア間で最終的に一貫性が保たれます。

EventStreams
イベントソーシングパターンは、通常、読み取りと書き込みのワークロードを切り離し、パフォーマン
ス、スケーラビリティ、およびセキュリティを最適化するためにと共に使用されます。CQRS パターン
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 (p. 6)データは、データストアに直接更新されるのではなく、一連のイベントとして保存されます。マ
イクロサービスはイベントストアからのイベントを再生して、独自のデータストアの適切な状態を計算し
ます。このパターンにより、アプリケーションの現在の状態が可視化され、アプリケーションがその状態
に到達した経緯に関する追加のコンテキストも提供されます。コマンドとクエリのデータストアのスキー
マが異なる場合でも、特定のイベントについてデータを再現できるため、イベントソーシングパターンは 
CQRS パターンと効果的に連携します。

このパターンを選択することで、任意の時点でのアプリケーションの状態を識別して再構築できます。こ
れにより、永続的な監査証跡が生成され、デバッグが容易になります。ただし、最終的にはデータの一貫
性が保たれるため、使用例によっては適切でない場合があります。

このパターンは、Amazon Kinesis データストリームまたは Amazon のいずれかを使用して実装できます 
EventBridge。

Amazon Kinesis Data Streams の実装
次の図では、Kinesis Data Streams は集中型イベントストアの主要コンポーネントです。イベントスト
アは、アプリケーションの変更をイベントとしてキャプチャし、Amazon S3 Simple Storage Service 
(Amazon S3) します。

ワークフローは、以下のステップで構成されています。

1. 「/withdraw」または「/credit」マイクロサービスでイベント状態が変化すると、Kinesis Data Streams 
にメッセージを書き込むことでイベントが公開されます。

2. 「/balance」や「/CreditLimit」などの他のマイクロサービスは、メッセージのコピーを読み取り、関連
性についてフィルタリングし、さらに処理するために転送します。
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EventBridge アマゾンの実装 

EventBridge アマゾンの実装
次の図では、 EventBridge がイベントストアとして使用されています。 EventBridge には、AWSサービス
によって公開されるイベント用のデフォルトイベントバスが用意されています。また、ドメイン固有バス
用のカスタムイベントバスを作成することもできます。

ワークフローは、以下のステップで構成されています。

1. 「OrderPlaced" イベントは「Orders」マイクロサービスによってカスタムイベントバスに公開されま
す。

2. 「/route」マイクロサービスなど、注文後にアクションを実行する必要があるマイクロサービスは、
ルールとターゲットによって開始されます。

3. これらのマイクロサービスは、注文を顧客に出荷するルートを生成し、「RouteCreated」イベントを発
行します。

4. さらにアクションが必要なマイクロサービスも "RouteCreated" イベントによって開始されます。
5. イベントはイベントアーカイブ (Amazon S3 Glacier など) に送信され、必要に応じて再生して再処理で

きます。
6. ターゲットが開始されない場合、影響を受けたイベントはデッドレターキュー (DLQ) に入れられ、詳細

な分析と再処理が行われます。

次の場合は、このパターンの使用を検討してください。

• イベントは、アプリケーションの状態を完全に再構築するために使用されます。
• イベントはシステム内で再生する必要があり、アプリケーションの状態はいつでも判断できる必要があ

ります。
• アプリケーションステートが空白の状態から開始しなくても、特定のイベントを取り消せるようにした

い。
• システムには、自動ログを作成するために簡単にシリアル化できる一連のイベントが必要です。
• システムでは大量の読み取り操作が必要ですが、書き込み操作は少なくて済みます。大量の読み取り操

作はメモリ内のデータベースに送られ、イベントストリームによって更新されます。
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Sagaパターン

Important

イベントソーシングパターンを使用する場合は、Sagaパターン (p. 10)をデプロイして、マイ
クロサービス間でデータの一貫性を維持する必要があります。

Sagaパターン
sagaこのパターンは、分散アプリケーションの一貫性を確立し、複数のマイクロサービス間のトランザ
クションを調整してデータの一貫性を維持するのに役立つ障害管理パターンです。マイクロサービスはト
ランザクションごとにイベントを公開し、イベントの結果に基づいて次のトランザクションが開始されま
す。トランザクションの成功または失敗によって、2 つの異なる経路をたどることができます。

次の図は、sagaこのパターンがを使用して注文処理システムを実装する方法を示していますAWS Step 
Functions。また、各ステップ (「ProcessPayment」など) には、プロセスの成功 (「「など) または失敗 
(UpdateCustomerAccount「「など)」SetOrderFailure) を処理する個別のステップもあります。

次の場合は、このパターンの使用を検討してください。

• アプリケーションは、緊密に結合することなく、複数のマイクロサービス間でデータの一貫性を維持す
る必要があります。

• トランザクションは存続期間が長く、1 つのマイクロサービスが長時間実行されても、他のマイクロ
サービスがブロックされることは避けたいものです。

• シーケンス内の操作が失敗した場合にロールバックできる必要があります。
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Shared-database-per-service パターン

Important

sagaこのパターンはデバッグが難しく、マイクロサービスの数が増えるにつれて複雑さが増しま
す。このパターンには、変更をロールバックしたり元に戻したりするための補償トランザクショ
ンを開発および設計する複雑なプログラミングモデルが必要です。

sagaマイクロサービスアーキテクチャでのパターンの実装の詳細については、AWS規範的ガイダンス 
Web サイトの「sagaAWS Step Functionsを使用してサーバーレスパターンを実装する」というパターン
を参照してください。

Shared-database-per-service パターン
shared-database-per-service このパターンでは、同じデータベースが複数のマイクロサービスによって共
有されます。このパターンを採用する前にアプリケーションアーキテクチャを慎重に評価し、ホットテー
ブル (複数のマイクロサービス間で共有される単一テーブル) を避ける必要があります。また、データベー
スの変更はすべて下位互換性がある必要があります。たとえば、開発者は、すべてのマイクロサービスの
最新バージョンと以前のバージョンでオブジェクトが参照されていない場合にのみ、列またはテーブルを
削除できます。

次の図では、保険データベースはすべてのマイクロサービスで共有されており、IAM ポリシーによって
データベースへのアクセスが提供されています。これにより、開発時間が連動します。たとえば、「営
業」マイクロサービスの変更では、スキーマの変更を「顧客」マイクロサービスと調整する必要がありま
す。このパターンでは、すべてのマイクロサービスが同じデータベースを共有するため、開発チーム間の
依存関係が減ることはなく、実行時結合も導入されます。たとえば、「Sales」トランザクションが長引く
と、「Customer」テーブルがロックされ、「Customer」トランザクションがブロックされます。
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Shared-database-per-service パターン

次の場合は、このパターンの使用を検討してください。

• 既存のコードベースをあまりリファクタリングしたくないでしょう。
• 不可分性、一貫性、分離性、耐久性 (ACID) を提供するトランザクションを使用して、データ整合性を確

保する。
• 1 つのデータベースのみを維持および運用したい。
• 既存のマイクロサービス間の相互依存性のため、 database-per-service このパターンの実装は困難で

す。
• 既存のデータレイヤーを完全に再設計することは望ましくありません。
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モダナイゼーションの一環として、モノリシック
データベースをモダナイズできるのはいつですか?

FAQ
このセクションでは、マイクロサービスでのデータの永続性の有効化に関してよく寄せられる質問に対す
る回答を示します。

モダナイゼーションの一環として、モノリシック
データベースをモダナイズできるのはいつですか?

モノリシックアプリケーションをマイクロサービスに分解するときは、モノリシックデータベースをモ
ダナイズすることに集中する必要があります。データベースをアプリケーションと整合した複数の小さな
データベースに分割する戦略を必ず作成してください。

複数のマイクロサービス用のレガシーモノリシック
データベースを保持することはできますか?

複数のマイクロサービスに対して共有モノリシックデータベースを保持すると、密結合が作成されます。
つまり、マイクロサービスに変更を個別にデプロイすることはできず、すべてのスキーマの変更をマイク
ロサービス間で調整する必要があります。リレーショナルデータストアをモノリシックデータベースとし
て使用できますが、一部のマイクロサービスでは NoSQL データベースが適しています。

マイクロサービスアーキテクチャ用のデータベース
を設計する際に考慮すべきことは何ですか?

アプリケーションの機能に合ったドメインに基づいてアプリケーションを設計する必要があります。ア
プリケーションの機能を評価し、リレーショナルデータベーススキーマが必要かどうかを判断してくださ
い。要件に適合する場合は、NoSQL データベースの使用も検討する必要があります。

異なるマイクロサービス間でデータの一貫性を維持
するための一般的なパターンは何ですか?

最も一般的なパターンは、イベント駆動型アーキテクチャを使用することです。

トランザクションのオートメーションを維持するに
はどうしたらいいですか?

マイクロサービスアーキテクチャでは、トランザクションは、異なるマイクロサービスによって処理され
る複数のローカルトランザクションで構成されます。ローカルトランザクションが失敗した場合は、以
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マイクロサービスごとに個別のデータ
ベースを使用する必要がありますか?

前に完了した成功したトランザクションをロールバックする必要があります。これを行うには、(Sagaパ
ターン (p. 10)) を使用できます。

マイクロサービスごとに個別のデータベースを使用
する必要がありますか?

マイクロサービスアーキテクチャの主な利点は、疎結合です。各マイクロサービスの永続データは、マイ
クロサービスの API を介してのみプライベートにしておき、アクセスできるようにする必要があります。
マイクロサービスが同じデータベースを共有する場合は、データスキーマの変更を慎重に評価する必要が
あります。

マイクロサービスの永続データをすべて単一のデー
タベースを共有する場合、どのようにプライベート
にしておくことができますか?

マイクロサービスがリレーショナルデータベースを共有する場合は、マイクロサービスごとにプライベー
トテーブルがあることを確認してください。また、個々のマイクロサービスに対してプライベートである
個々のスキーマを作成することもできます。
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関連ガイドとパターン

リソース

関連ガイドとパターン
• アプリケーションのモダナイゼーション戦略AWS雲
• アプリケーションのモダナイゼーションへの段階的アプローチAWS雲
• におけるアプリケーションのモダナイゼーション準備状況の評価AWS雲
• モノリスをマイクロサービスに分解
• AWS サーバーレスサービスを使用したマイクロサービスの統合
• サーバーレスの実装sagaを使用してパターン化AWS Step Functions

その他のリソース
• によるアプリケーションのモダナイゼーションAWS
• あらゆる規模と規模のアプリケーションに対応する、可用性の高いマイクロサービスを構築
• によるクラウドネイティブアプリケーションのモダナイゼーションAWS
• コスト最適化とイノベーション: アプリケーションモダナイゼーションのご紹介
• デベロッパーガイド マイクロサービスによる拡張
• 分散データ管理 —SagaPattern
• AWS サービスを使用したマイクロサービスアーキテクチャの実装: コマンドクエリ責任分離パターン
• AWS サービスを使用したマイクロサービスアーキテクチャの実装: イベントソーシングパターン
• Modern アプリケーション: アプリケーション設計による価値の創造
• アプリケーションの最新化、成長の促進、TCOの削減
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ドキュメント履歴
このガイドは、このドキュメントの大きな変更点をまとめたものです。今後の更新に関する通知を受け取
る場合は、RSS フィードをサブスクライブできます。

変更 説明 日付

を実装するためのリンクを追加
しましたsagaStep Functions に
よるパターン (p. 16)

更新しましたHOMEそしてSaga
パターンパターンへのリンクを含
むセクションサーバーレスの実装
sagaを使用してパターン化AWS 
Step FunctionsからのAWS規範的
ガイダンスのウェブサイト

2021 年 2 月 23 日

初版発行 (p. 16) — 2021 年 1 月 27 日
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モダナイゼーション用語

AWS 規範的ガイダンスの用語集
以下は、AWS規範的ガイダンスによって提供される戦略、ガイド、およびパターンで一般的に使用される
用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

モダナイゼーション用語
ビジネス能力

価値を生み出すためにビジネスが行うこと (営業、カスタマーサービス、マーケティングなど) 。マイ
クロサービスのアーキテクチャと開発の決定は、ビジネス能力によって推進できます。詳細について
は、ホワイトペーパー「AWS でのコンテナ化されたマイクロサービスの実行」の「ビジネス機能を中
心に組織化」セクションを参照してください。

ドメイン駆動型設計

各コンポーネントが提供している変化を続けるドメイン、またはコアビジネス目標にコンポーネント
を接続して、複雑なソフトウェアシステムを開発するアプローチ。この概念は、エリック・エヴァ
ンスの著書、Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software (ドメイン駆動設
計:ソフトウェアの中心における複雑さへの取り組み) で紹介されています(ボストン: Addison-Wesley 
Professional、2003)。strangler fig パターンでドメイン駆動型設計を使用する方法の詳細については、
「コンテナと Amazon API Gateway を使用して、従来の Microsoft ASP.NET (ASMX) ウェブサービス
を段階的にモダナイズ」を参照してください。

マイクロサービス

明確に定義された API を介して通信し、通常は小規模な自己完結型のチームが所有する、小規模で
独立したサービスです。例えば、保険システムには、販売やマーケティングなどのビジネス機能、ま
たは購買、請求、分析などのサブドメインにマッピングするマイクロサービスが含まれる場合があり
ます。マイクロサービスの利点には、俊敏性、柔軟なスケーリング、容易なデプロイ、再利用可能な
コード、回復力などがあります。詳細については、AWS サーバーレスサービスを使用してマイクロ
サービスを統合する を参照してください。

マイクロサービスアーキテクチャ

各アプリケーションプロセスをマイクロサービスとして実行する独立したコンポーネントを使用して
アプリケーションを構築するアプローチ。これらのマイクロサービスは、軽量 API を使用して、明確
に定義されたインターフェイスを介して通信します。このアーキテクチャの各マイクロサービスは、
アプリケーションの特定の機能に対する需要を満たすように更新、デプロイ、およびスケーリングで
きます。詳細については、AWS でのマイクロサービスの実装 を参照してください。

モダナイゼーション

古い (レガシーまたはモノリシック) アプリケーションとそのインフラストラクチャをクラウド内の俊
敏で弾力性のある高可用性システムに変換して、コストを削減し、効率を高め、イノベーションを活
用します。詳細については、AWS クラウドのアプリケーションのモダナイズ戦略 を参照してくださ
い。

モダナイゼーション準備状況評価

組織のアプリケーションのモダナイゼーションの準備状況を判断し、利点、リスク、依存関係を特定
し、組織がこれらのアプリケーションの将来の状態をどの程度適切にサポートできるかを決定するの
に役立つ評価。評価の結果として、ターゲットアーキテクチャのブループリント、モダナイゼーショ
ンプロセスの開発段階とマイルストーンを詳述したロードマップ、特定されたギャップに対処するた
めのアクションプランが得られます。詳細については、AWS クラウドでのアプリケーションのモダナ
イゼーションの準備状況を評価する を参照してください。
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モダナイゼーション用語

モノリシックアプリケーション (モノリス)

緊密に結合されたプロセスを持つ単一のサービスとして実行されるアプリケーション。モノリシック
アプリケーションにはいくつかの欠点があります。1 つのアプリケーション機能エクスペリエンスの
需要が急増する場合は、アーキテクチャ全体をスケーリングする必要があります。モノリシックアプ
リケーションの特徴を追加または改善することは、コードベースが大きくなると複雑になります。こ
れらの問題に対処するには、マイクロサービスアーキテクチャを使用できます。詳細については、モ
ノリスをマイクロサービスに分解する を参照してください。

多言語の永続性

データアクセスパターンやその他の要件に基づいて、マイクロサービスのデータストレージテクノロ
ジーを個別に選択します。マイクロサービスが同じデータストレージテクノロジーを使用している
場合、実装上の問題が発生したり、パフォーマンスが低下する可能性があります。マイクロサービス
は、要件に最も適合したデータストアを使用すると、より簡単に実装でき、パフォーマンスとスケー
ラビリティが向上します。詳細については、マイクロサービスでのデータ永続性の有効化 を参照して
ください。

split-and-seed モデル

モダナイゼーションプロジェクトのスケーリングと加速のためのパターン。新機能と製品リリースが
定義されると、コアチームは解放されて新しい製品チームを作成します。これにより、お客様の組織
の能力とサービスの拡張、デベロッパーの生産性の向上、迅速なイノベーションのサポートに役立ち
ます。詳細については、「AWS クラウドでのアプリケーションをモダナイズするための段階的アプ
ローチ 」を参照してください。

strangler fig パターン

レガシーシステムが廃止されるまで、システム機能を段階的に書き換えて置き換えることにより、モ
ノリシックシステムをモダナイズするアプローチ。このパターンは、宿主の樹木から根を成長させ、
最終的にその宿主を包み込み、宿主に取って代わるイチジクのつるを例えています。そのパターン
は、モノリシックシステムを書き換えるときのリスクを管理する方法として Martin Fowler により提
唱されました。このパターンの適用方法の例については、「コンテナと Amazon API Gateway を使用
して、従来の Microsoft ASP.NET (ASMX) ウェブサービスを段階的にモダナイズ」を参照してくださ
い。

ツーピザチーム

2 枚のピザで養うことができるくらい小さな、 DevOps チーム。ツーピザチームの規模では、ソ
フトウェア開発におけるコラボレーションに最適な機会が確保されます。詳細については、の On 
DevOps 入門AWSホワイトペーパーのツーピザチームのセクションを参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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