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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
はじめに

運用上の優秀性の柱 – AWS Well-
Architected フレームワーク

発行日: 2023 年 4 月 10 日 (改訂履歴 (p. 126))

このホワイトペーパーは AWS Well-Architected フレームワークの運用上の優秀性の柱に焦点を当てていま
す。本書は、お客様が AWS のワークロードの設計、提供、メンテナンスにベストプラクティスを適用す
るうえで役立つガイダンスを提供します。

はじめに
AWS Well-Architected フレームワークは、AWS でワークロードを構築する際に利点と危険性を判断して
決定するのに役立ちます。このフレームワークを使用すれば、クラウド内で信頼性、安全性、効率性、コ
スト効率に優れ、持続可能なワークロードを設計および運用するための運用上およびアーキテクチャ上の
ベストプラクティスを学ぶことができます。運用とアーキテクチャを、ベストプラクティスに照らし合わ
せて一貫した方法で評価し、改善すべき領域を特定する方法を提供します。AWS は、運用を念頭に置いて
設計された Well-Architected ワークロードがあれば、ビジネスを成功させる可能性は大幅に高まると確信
しています。

このフレームワークは次の 6 つの柱に基づいています。

• オペレーショナルエクセレンス
• セキュリティ
• 信頼性
• パフォーマンス効率
• コスト最適化
• サステナビリティ

このホワイトペーパーは、運用上の優秀性の柱と、それを優れた設計のソリューションの基礎としてどの
ように適用するかに焦点を当てています。運用が、サポートする事業部門や開発チームとは別の、独立
した機能として認識される環境では、運用上の優秀性を達成することは困難です。このホワイトペーパー
にあるプラクティスを採用することで、状況を把握し、効果的かつ効率的な運用とイベント対応が可能な
アーキテクチャを構築し、ビジネス目標を継続的に改善し、サポートできます。

このホワイトペーパーの対象者は、最高技術責任者 (CTO)、アーキテクト、デベロッパー、オペレーショ
ンチームメンバーなどの技術担当者です。このホワイトペーパーを読むことで、運用上の優秀性のための
クラウドアーキテクチャを設計する際に使用する AWS のベストプラクティスと戦略を理解できます。こ
のホワイトペーパーでは、実装の詳細やアーキテクチャ上のパターンは扱いません。ただし、この情報に
関する適切なリソースへの参照が含まれています。
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設計原則

運用上の優秀性
Amazon では、運用上の優秀性とは、優れたカスタマーエクスペリエンスを着実に提供しながら、ソフト
ウェアを正しく構築するために取り組むことであると定義しています。これには、チームの編成、ワーク
ロードの設計、ワークロードの大規模な運用、経時的な進化のためのベストプラクティスが含まれていま
す。運用上の優秀性により、お客様に利益をもたらす新機能の構築のためにチームが専念できる時間を増
やし、メンテナンスや問題解決に費やす時間を減らすことができます。当社では適切な構築のために、シ
ステムの正常な動作や、企業およびチームのワークロードバランス以外にも、最重要事項として、優れた
カスタマーエクスペリエンスを実現するためのベストプラクティス形成を心がけています。

運用上の優秀性の目的は、新機能とバグ修正を迅速かつ確実にお客様に提供することです。運用上の優秀
性に投資している組織は、新しい機能を構築し、変更を加え、障害に対処しながら、着実に顧客満足を実
現しています。その過程で、運用上の優秀性は、開発者が高品質の結果を常に達成するために役立ち、継
続的インテグレーションと継続的デリバリー (CI/CD) を促進します。

設計原則
以下は、運用上の優秀性を実現するための設計原則です。

• 運用をコードとして実行する: クラウドでは、アプリケーションコードに使用しているものと同じエン
ジニアリング原理を環境全体に適用します。ワークロード全体 (アプリケーション、コードとしてのイ
ンフラストラクチャなど) をコードとして定義し、コードによって更新することができます。運用手順
のスクリプトを記述し、イベントに応答してそのスクリプトをトリガーすることで自動的に実行できま
す。オペレーションをコードとして実行することで、人為的なミスを抑制し、イベントへの一貫性のあ
る対応を実現できます。

• 小規模かつ可逆的な変更を頻繁に行う: ワークロードへの有益な変更のフローを増やすため、コンポーネ
ントを定期的に更新できるようにワークロードを設計します。環境に導入された問題の特定と解決に役
立たない場合に元に戻すことができるように、変更は小規模に行います (可能な場合は、顧客に影響が
ないようにします)。

• 運用手順を頻繁に改善する: 運用手順を実施しながら、改善の機会を探します。ワークロードを改良す
るときに、手順もそれに応じて改良します。定期的なゲームデーを計画し、すべての手順が効果的であ
り、チームがその手順を熟知していることを確認および検証します。

• 障害を予想する: 「プレモータム」演習を実施し、潜在的な障害の原因を特定して、障害を排除または軽
減します。障害シナリオをテストし、その影響に関する理解を検証します。対応手順をテストし、手順
が有効であること、チームが手順の実行を十分に理解していることを確認します。定期的にゲームデー
を設定して、シミュレートされたイベントに対するワークロードとチームの反応をテストします。

• 運用上のあらゆる障害から学ぶ: 運用のあらゆるイベントや障害から学んだ教訓を通じて、改善を推進し
ます。チーム間と組織全体で教訓を共有します。

定義
クラウドにおける「運用上の優秀性」には 4 つのベストプラクティス領域があります。

• 組織
• 準備
• 運用
• 進化
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定義

組織のリーダーシップは、ビジネス目標を定義します。組織は、要件と優先順位を理解し、これらを使用
してビジネスの成果を達成するための作業を整理し、指導する必要があります。ワークロードはサポート
に必要な情報を送出する必要があります。ワークロードの統合、デプロイ、提供を可能にするサービスを
実装することで、反復プロセスが自動化され、本番環境への有益な変化の流れを増やすことができます。

ワークロードの運用に固有のリスクが存在する可能性があります。本番環境へ移行するためにこれらのリ
スクを理解し、十分な情報に基づく決定を下す必要があります。チームがワークロードをサポートでき
る必要があります。希望するビジネス上の成果から得られたビジネスおよび運用上のメトリクスにより、
ワークロードの状態や運用上のアクティビティを把握し、インシデントに対応できます。優先順位はビジ
ネスニーズやビジネス環境の変化に応じて変化します。これらをフィードバックループとして使用して、
組織とワークロードの運用を継続的に改善します。
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組織の優先順位

組織
ビジネスの成果に対応できるように、組織の優先順位、組織構造、および組織がチームメンバーをサポー
トする方法を把握する必要があります。

運用上の優秀性を実現するには、以下の点を理解する必要があります。

トピック
• 組織の優先順位 (p. 4)
• 運用モデル (p. 13)
• 組織カルチャー (p. 27)

組織の優先順位
チームは、ビジネスの成功を実現する優先順位を設定するために、ワークロード全体、その役割、共有さ
れるビジネス目標に関する理解を共有する必要があります。優先順位を明確に定義することで、努力を通
じて得られるメリットが最大限に活かされます。組織のニーズの変化に応じて更新できるように、優先順
位を定期的に確認します。

ベストプラクティス
• OPS01-BP01 外部顧客のニーズを評価する (p. 4)
• OPS01-BP02 内部顧客のニーズを評価する (p. 5)
• OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する (p. 6)
• OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する (p. 8)
• OPS01-BP05 脅威の状況を評価する (p. 10)
• OPS01-BP06 トレードオフを評価する (p. 11)
• OPS01-BP07 メリットとリスクを管理する (p. 12)

OPS01-BP01 外部顧客のニーズを評価する
ビジネス、開発、運用チームを含む主要関係者と協力して、外部顧客のニーズに対する重点領域を決定し
ます。これにより、望ましいビジネス成果を達成するために必要なオペレーションサポートについて十分
に理解できます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、営業時間外にカスタマーサポートを設けないこととしましたが、サポートリクエストの履歴
データを確認していません。あなたには、これが顧客に影響を与えるかどうかはわかりません。

• あなたは、新しい機能を開発していますが、当該機能が望まれているかどうか、望まれている場合はど
のような形式なのかを見出すために、顧客に関与してもらっておらず、また、提供の必要性および提供
方法を検証するための実験も行っていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: ニーズが満たされている顧客は、顧客のままでいる可能性が
高くなります。外部の顧客のニーズを評価し、理解することで、ビジネス価値を実現するためにどのよう
な優先順位で注力すべきかを知ることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高
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OPS01-BP02 内部顧客のニーズを評価する

実装のガイダンス
• ビジネスニーズの理解: ビジネスの成功は、ビジネス、開発、運用チームを含む関係者全体で目標と理解

を共有することで実現できます。
• 外部顧客のビジネス目標、ニーズ、優先順位の確認: ビジネス、開発、運用の各チームを含む主要関係

者と外部顧客の目標、ニーズ、優先順位について議論します。これにより、ビジネスおよび顧客成果
を達成するために必要なオペレーションサポートについて十分に理解できます。

• 共通理解の確立: ワークロードのビジネス機能、ワークロードの運用における各チームの役割、および
これらの要因が内部および外部顧客の共通のビジネス目標をどのようにサポートするかについて、共
通の理解を確立します。

リソース
関連するドキュメント:

• AWS Well-Architected Framework の概念 - フィードバックループ

OPS01-BP02 内部顧客のニーズを評価する
ビジネス、開発、運用チームを含む主要関係者と協力して、内部顧客のニーズに対する重点領域を決定し
ます。これにより、ビジネス成果を達成するために必要なオペレーションサポートについて十分に理解で
きます。

確立された優先順位を使用して、改善の努力を最も影響があるところに集中させます (チームのスキルの
開発、ワークロードのパフォーマンスの改善、コストの削減、ランブックの自動化、モニタリングの強化
など)。必要に応じて優先順位を更新します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ネットワーク管理を容易にするため、製品チームの IP アドレスの割り当てを変更することと
しました。あなたは、これが製品チームに与える影響を知りません。

• あなたは、新しい開発ツールを実装しようとしていますが、当該ツールが必要とされているかどうか、
または既存のプラクティスと互換性があるかどうかを知るために、社内クライアントを関与させていま
せん。

• あなたは、新しいモニタリングシステムを実装しようとしていますが、検討されるべきモニタリングま
たはレポートのニーズがあるかどうかを把握するために社内クライアントに問い合わせていません。

このベストプラクティスを確立するメリット: 社内の顧客のニーズを評価し、理解することで、ビジネス価
値を実現するためにどのような優先順位で注力すべきかを知ることができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• ビジネスニーズの理解: ビジネスの成功は、ビジネス、開発、運用チームを含む関係者全体で目標を共有

し、理解を深めることで実現できます。
• 内部顧客のビジネス目標、ニーズ、優先順位の確認: ビジネス、開発、運用の各チームを含む主要関係

者と連携し、内部顧客の目標、ニーズ、優先順位について議論します。これにより、ビジネスおよび
顧客成果を達成するために必要なオペレーションサポートについて十分に理解できます。

• 共通理解の確立: ワークロードのビジネス機能、ワークロードの運用における各チームの役割、および
これらの要因が内部および外部顧客の共通のビジネス目標をどのようにサポートするかについて、共
通の理解を確立します。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する

リソース
関連するドキュメント:

• AWS Well-Architected Framework Concepts – Feedback loop (AWS Well-Architected Framework の概念 
- フィードバックループ)

OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する
ガバナンスとは、企業がビジネス目標を達成するために使用する、ポリシー、ルール、フレームワーク一
式です。ガバナンス要件は、組織内から生まれます。選択する技術の種類に影響する場合も、ワークロー
ドを運用する方法に関連する場合もあります。組織のガバナンス要件を、ワークロードに組み込みます。
コンフォーマンスとは、ガバナンス要件が組み込まれていることを示す能力のことです。

期待される成果:

• ガバナンス要件が、アーキテクチャの設計およびワークロードのオペレーションに組み込まれていま
す。

• ガバナンス要件に従っている証拠を提供できます。
• ガバナンス要件は定期的に見直され更新されています。

一般的なアンチパターン:

• 組織が、ルートアカウントを多要素認証とすることを義務としている。この要件を実装できなかったた
め、ルートアカウントが侵害された。

• ワークロードの設計中に、IT 部門が承認していないインスタンスタイプを選択した。ワークロードを起
動できず、再設計を行わなければならなくなった。

• ディザスタリカバリ計画を備えることが必須となっている。計画を作成しなかったため、ワークロード
の停止が長引いた。

• チームは新しいインスタンスの使用を希望していたが、ガバナンス要件が更新されていないため、許可
されなかった。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ガバナンス要件に従うと、ワークロードを組織のより大きなポリシーに合わせることができます。
• ガバナンス要件は、業界の標準と組織のベストプラクティスを反映しています。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
関係者やガバナンス組織と協力して、ガバナンス要件を特定します。ガバナンス要件をワークロードに含
めます。ガバナンス要件に従っている証拠を提供できるようにします。

お客様事例

AnyCompany Retail では、クラウドオペレーションチームが組織全体の関係者と協力して、ガバナンス要
件を作成しました。例えば、Amazon EC2 インスタンスへの SSH アクセスを禁止しています。チームが
システムにアクセスする必要がある場合、AWS Systems Manager Session Manager を使用する必要があ
ります。クラウドオペレーションチームは、新しいサービスを利用できるようになるたびに、ガバナンス
要件を定期的に更新しています。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する

実装手順

1. 一元化されたチームがあればそれも含め、ワークロードの関係者を特定します。
2. 関係者と協力して、ガバナンス要件を特定します。
3. リストを作成したら、改善項目に優先順位を付け、ワークロードへの実装を開始します。

a. AWS Config などのサービスを使用して、Governance-as-Code を作成し、ガバナンス要件に従って
いることを検証します。

b. AWS Organizations を使用する場合は、サービスコントロールポリシーを活用してガバナンス要件を
実装できます。

4. 実装を検証するドキュメントを提供します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。ガバナンス要件を満たさずに実装すると、ワークロードをやり直すこと
になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する (p. 8) - コンプライアンスはガバナンスに似ていま
すが、組織外に由来するものです。

関連するドキュメント:

• AWS Management and Governance Cloud Environment Guide (AWS の管理およびガバナンスに関する
クラウド環境ガイド)

• Best Practices for AWS Organizations Service Control Policies in a Multi-Account Environment (マルチア
カウント環境の AWS Organizations サービスコントロールポリシーのためのベストプラクティス)

• Governance in the AWS クラウド: The Right Balance Between Agility and Safety (AWS クラウドのガバ
ナンス: 俊敏性と安全性のバランスを取る)

• ガバナンス、リスク、コンプライアンス (GRC) とは

関連動画:

• AWS Management and Governance: Configuration, Compliance, and Audit - AWS Online Tech Talks
(AWS の管理とガバナンス: 設定、コンプライアンス、監査 - AWS Online Tech Talks)

• AWS re:Inforce 2019: Governance for the Cloud Age (DEM12-R1) (AWS re:Inforce 2019: クラウド時代
のガバナンス (DEM12-R1))

• AWS re:Invent 2020: Achieve compliance as code using AWS Config(AWS re:Invent 2020: AWS Config 
を使用してコードとしてのコンプライアンスを実現する)

• AWS re:Invent 2020: Agile governance on AWS GovCloud (US)(AWS re:Invent 2020: AWS GovCloud 
(US) における俊敏なガバナンス)

関連する例:

• AWS Config のコンフォーマンスパックの例

関連サービス:

• AWS Config
• AWS Organizations - サービスコントロールポリシー
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する

OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する
規制、業界、および社内のコンプライアンス要件は、組織の優先順位を定義するための重要な推進要素で
す。コンプライアンスフレームワークによって、特定の技術や地理的場所を使用できない場合もありま
す。外部コンプライアンスフレームワークが特定されない場合は、デューデリジェンスを適用します。コ
ンプライアンスを検証する監査またはレポートを作成します。

自社製品が特定のコンプライアンス基準を満たしていることを宣伝する場合、継続的なコンプラ
イアンスを確保するための内部プロセスが必要です。コンプライアンス標準の例としては、PCI 
DSS、FedRAMP、HIPAA があります。適用されるコンプライアンス標準は、ソリューションが保存また
は送信するデータの種類、ソリューションがサポートするリージョンなど、さまざまな要因によって決ま
ります。

期待される成果:

• 規制、業界、および社内のコンプライアンス要件がアーキテクチャの選択に組み込まれています。
• コンプライアンスを検証して監査レポートを作成できます。

一般的なアンチパターン:

• ワークロードの一部が、クレジットカード業界のデータセキュリティ基準 (PCI DSS) フレームワークの
対象となっているが、ワークロードはクレジットカードデータを暗号化せずに保存している。

• ソフトウェア開発者とアーキテクトが、組織が遵守すべきコンプライアンスフレームワークに気付いて
いない。

• 年次の Systems and Organizations Control (SOC2) Type II 監査が近く行われるが、コントロールが配置
されていることを検証できない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードに適用されるコンプライアンス要件を評価し、理解することで、ビジネス価値を実現する
ためにどのような優先順位で注力すべきかを知ることができます。

• コンプライアンスフレームワークに合致する適切な場所や技術を選択します。
• 可監査性を持たせてワークロードを設計すると、コンプライアンスフレームワークを遵守していること

を証明できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
このベストプラクティスを実装することで、コンプライアンス要件をアーキテクチャ設計プロセスに組み
込みます。チームメンバーは必要なコンプライアンスフレームワークを認識します。フレームワークに
沿ってコンプライアンスを検証します。

お客様事例

AnyCompany Retail は、顧客のクレジットカード情報を保存しています。カードストレージチームの開発
者は、PCI-DSS フレームワークに準拠する必要があることを理解しています。クレジットカード情報が 
PCI-DSS フレームワークに沿って安全に保存およびアクセスされていることを検証する手順を踏んできて
います。毎年、セキュリティチームと協力して、コンプライアンスを検証しています。

実装手順

1. セキュリティチームやガバナンスチームと協力して、ワークロードが準拠しなければならない業界、規
制、組織内部のコンプライアンスフレームワークを精査します。コンプライアンスフレームワークを
ワークロードに組み込みます。

8



運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する

a. AWS Compute Optimizer や AWS Security Hub などのサービスを使用して、AWS のリソースの継続
的なコンプライアンスを検証します。

2. チームメンバーがコンプライアンス要件に沿ってワークロードを運用および進化できるように、コンプ
ライアンス要件を教育します。コンプライアンス要件は、アーキテクチャや技術を選択する際に含める
必要があります。

3. コンプライアンスフレームワークによっては、監査またはコンプライアンスレポートを作成する必要が
あります。組織と協力して、このプロセスをできるだけ自動化します。
a. AWS Audit Manager のようなサービスを使用して、コンプライアンスを検証し、監査レポートを作

成します。
b. AWS Artifact を使用して AWS のセキュリティとコンプライアンスに関するドキュメントをダウン

ロードできます。

実装計画に必要な工数レベル: 中。コンプライアンスフレームワークの実装は課題が多い場合があります。
監査レポートやコンプライアンスドキュメントを作成するとさらに複雑になります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• SEC01-BP03 管理目標を特定および検証する - セキュリティ管理目標は、コンプライアンス全体におけ
る重要な部分です。

• SEC01-BP06 パイプラインのセキュリティコントロールのテストと検証を自動化する - パイプラインの
一部として、セキュリティ管理を検証します。新しい変更に関するコンプライアンスドキュメントを作
成することもできます。

• SEC07-BP02 データ保護コントロールを定義する - 多くのコンプライアンスフレームワークは、データ
処理およびストレージに関するポリシーベースです。

• SEC10-BP03 フォレンジック機能を備える - フォレンジック機能は、監査のコンプライアンスで使用で
きることがあります。

関連するドキュメント:

• AWS Compliance Center (AWS コンプライアンスセンター)
• AWS のコンプライアンスのリソース
• AWS Risk and Compliance Whitepaper (Amazon Web Services リスクとコンプライアンスホワイトペー

パー)
• AWS 責任共有モデル
• コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Achieve compliance as code using AWS Compute Optimizer(AWS re:Invent 2020: 
AWS Config を使用してコードとしてのコンプライアンスを実現する)

• AWS re:Invent 2021 - Cloud compliance, assurance, and auditing (AWS re:Invent 2021 - クラウドのコン
プライアンス、保証、監査)

• AWS Summit ATL 2022 - Implementing compliance, assurance, and auditing on AWS (COP202) (AWS 
Summit ATL 2022 - AWS におけるコンプライアンス、保証、監査の実装 (COP202))

関連する例:

• AWS での PCI DSS および AWS Foundational Security Best Practices
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP05 脅威の状況を評価する

関連サービス:

• AWS Artifact
• AWS Audit Manager
• AWS Compute Optimizer
• AWS Security Hub

OPS01-BP05 脅威の状況を評価する
ビジネスに対する脅威 (競合、ビジネスリスクと負債、運用リスク、情報セキュリティの脅威など) を評価
し、リスクのレジストリで現在の情報を維持します。注力する場所を決定する際に、リスクの影響を考慮
します。

それらの Well-Architected フレームワーク は、学習、測定、改善を重視しています。アーキテクチャを
評価し、時間の経過とともにスケールアップする設計を実装するための一貫したアプローチを提供しま
す。AWS は AWS Well-Architected Tool を提供しており、開発前のアプローチ、本番稼働前のワークロー
ドの状態、本番稼働中のワークロードの状態などを確認するのに役立ちます。最新の AWS アーキテク
チャのベストプラクティスと比較して、ワークロードの全体的なステータスをモニタリングし、潜在的な
リスクについてインサイトを得ることができます。

AWS をご利用のお客様は、AWS のベストプラクティスと照らし合わせてアーキテクチャを評価するため
に、 ミッションクリティカルなワークロードの ガイド付き Well-Architected レビューを受けることもでき
ます。エンタープライズサポートをご利用のお客様は、 クラウドでの運用へのアプローチにおけるギャッ
プの特定を支援するように設計された運用レビューの対象となります。

これらのレビューのチーム間での関与は、ワークロードとチームの役割の成功への貢献方法に関する共通
理解を確立するのに役立ちます。レビューを通じて特定されるニーズは、優先順位を決定するのに役立ち
ます。

AWS Trusted Advisor は、最適化を推奨する中心的なチェックのセットへのアクセスを提供するツールで
あり、優先順位を決定するのに役立ちます。 ビジネスおよびエンタープライズサポートのお客様 は、優先
順位をさらに高めることができるセキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コストの最適化に重点を置い
た追加のチェックにアクセスできます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、製品に古いバージョンのソフトウェアライブラリを使用しています。あなたは、ワークロー
ドに意図しない影響を及ぼす可能性のある問題について、ライブラリのセキュリティ更新が必要なこと
を認識していません。

• 最近、競合他社は、あなたの製品に関する顧客からの苦情の多くに対処する製品のバージョンをリリー
スしました。あなたは、これらの既知の問題の対処について優先順位付けを行っていません。

• 規制当局は、法規制コンプライアンス要件を遵守していない企業の責任を追求してきました。あなた
は、未対応のコンプライアンス要件への対応に優先順位を付けていません。

このベストプラクティスを確立するメリット: 組織とワークロードに対する脅威を特定して理解すること
で、どの脅威に対処すべきか、その優先度、およびそれに必要なリソースを判断できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 脅威の状況の評価: ビジネスに対する脅威 (競合、ビジネスリスクと負債、運用リスク、情報セキュリ

ティの脅威など) を評価し、重点領域を決定する際にその影響を織り込めるようにします。
• AWS セキュリティ速報
• AWS Trusted Advisor
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP06 トレードオフを評価する

• 脅威モデルの維持: 潜在的な脅威、計画および実施された軽減策、またその優先順位を特定する脅威モ
デルを確立し、維持します。脅威がインシデントとして出現する確率、それらのインシデントから回
復するためのコスト、発生が予想される損害、およびそれらのインシデントを防ぐためのコストを確
認します。脅威モデルの内容の変更に伴って、優先順位を変更します。

リソース
関連するドキュメント:

• AWS クラウド コンプライアンス
• AWS セキュリティ速報
• AWS Trusted Advisor

OPS01-BP06 トレードオフを評価する
競合する利益または代替アプローチ間のトレードオフの影響を評価し、重点領域を決定するか、一連のア
クションを選択する際に十分な情報に基づいて意思決定を下せるようにします。たとえば、新しい機能
の市場投入までの時間を短縮することは、コストの最適化よりも重視されることがあります。または、非
リレーショナルデータ用にリレーショナルデータベースを選択すれば、データ型に合わせて最適化された
データベースに移行してアプリケーションを更新するよりも、システムの移行が簡素化されます。

AWS Support は、AWS とそのサービスについてチームを教育し、選択がどのようにワークロードに影
響を与えるかについての理解を深める支援を行います。チームを教育するには、 AWS Support (AWS ナ
レッジセンター、 AWS ディスカッションフォーラム、および AWS Support センター) および AWS ド
キュメント が提供するリソースを使用する必要があります。AWS に関しての質問に対する支援について
は、AWS Support センターを利用して AWS Support に連絡してください。

また、AWS の運用を通じて学んだベストプラクティスとパターンを Amazon Builders’ Library で読み、学
ぶことができます。その他のさまざまな有益な情報は、 AWS ブログ および 公式の AWS ポッドキャスト
で入手できます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、リレーショナルデータベースを使用して、時系列と非リレーショナルデータを管理していま
す。使用しているデータ型をサポートするように最適化されたデータベースオプションがありますが、
あなたはソリューション間のトレードオフを評価していないため、そのメリットを認識していません。

• 投資家からは、Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) への準拠を実証することが求
められています。あなたは、投資家の要求に応えることと、現在の開発活動を継続することとのトレー
ドオフについて検討しません。代わりに、準拠を実証することなく、開発作業を進めます。あなたの投
資家は、プラットフォームのセキュリティと、投資の是非に懸念を抱いて、あなたの会社に対する支援
を停止します。

このベストプラクティスを活用するメリット: 選択した影響と結果を理解することで、選択肢に優先順位を
付けることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• トレードオフの評価: 競合する利益間のトレードオフの影響を評価し、重点領域を決定する際に十分な

情報に基づいて意思決定を下せるようにします。たとえば、新しい機能を市場に出す速度を上げること
が、コストの最適化より重視されることがあります。

• AWS Support は、AWS とそのサービスについてチームを教育し、選択がどのようにワークロードに影
響を与えるかについての理解を深める支援を行います。チームを教育するには、AWS Support (AWS 
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS01-BP07 メリットとリスクを管理する

ナレッジセンター、AWS ディスカッションフォーラム、AWS Support センター) および AWS ドキュ
メントが提供するリソースを使用する必要があります。AWS に関しての質問に対する支援について
は、AWS Support センターを利用して AWS Support に連絡してください。

• また、AWS は Amazon Builders' Library の AWS の運用を通じて学んだベストプラクティスとパターン
も共有しています。AWS ブログと公式の AWS ポッドキャストでは、その他のさまざまな有益な情報を
入手できます。

リソース
関連するドキュメント:

• AWS ブログ
• AWS クラウド コンプライアンス
• AWS ディスカッションフォーラム
• AWS ドキュメント
• AWS ナレッジセンター
• AWS Support
• AWS Support センター
• Amazon Builders’ Library
• 公式の AWS ポッドキャストで入手できます

OPS01-BP07 メリットとリスクを管理する
メリットとリスクを管理し、重点領域を決定する際に十分な情報に基づいて意思決定を下せるようにしま
す。たとえば、重要な新機能を顧客に公開できるように、未解決の問題を記録するワークロードをデプロ
イしておくと便利な場合があります。関連するリスクを軽減できる場合もあれば、リスクが残るのを容認
できない場合もあります。その場合、リスクに対処するための措置を講じることになります。

ある時点で、優先順位の小さなサブセットに注力したい場合に遭遇するかもしれません。必要な機能の開
発とリスクの管理を確実にするために、長期的にバランスのとれたアプローチを使用します。必要に応じ
て優先順位を更新します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、開発者の 1 人が「インターネットで見つけた」「あなたが必要とするすべてのこと」を行う
ライブラリを含めることにしました。あなたは、不明なソースからこのライブラリを採用するリスクを
評価しておらず、脆弱性や悪意のあるコードが含まれているかどうかはわかりません。

• あなたは、既存の問題を修正する代わりに、新しい機能を開発およびデプロイすることに決めました。
あなたは、この機能がデプロイされるまで問題をそのままにしておくことのリスクを評価しておらず、
顧客への影響がわかりません。

• あなたは、コンプライアンスチームから詳細不明の懸念が寄せられたため、顧客から頻繁にリクエスト
される機能をデプロイしないことに決めました。

このベストプラクティスを活用するメリット: 選択肢のメリットを特定し、組織のリスクを認識すること
で、十分な情報に基づいて意思決定を行うことができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• メリットとリスクの管理: 決定のメリットと関連するリスクのバランスを取ってください。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル

• メリットの特定: ビジネスの目標、ニーズ、優先順位に基づいてメリットを特定します。例として、市
場投入までの時間、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コストなどがあります。

• リスクの特定: ビジネスの目標、ニーズ、優先順位に基づいてリスクを特定します。例として、市場投
入までの時間、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス、コストなどがあります。

• リスクに対するメリットの評価と情報に基づく意思決定: ビジネス、開発、運用を含む主要関係者の目
標、ニーズ、優先順位に基づいてメリットとリスクの影響を決定します。メリットの価値を、リスク
が現実化する可能性とその影響のコストに照らして評価します。たとえば、信頼性よりも市場投入ま
でのスピードを重視すると、競争上の優位性が得られます。ただし、信頼性の問題がある場合、稼働
時間が短くなる場合があります。

運用モデル
チームはビジネスの成果を達成するうえでの役割を理解する必要があります。チームは他のチームが成功
するためのそれぞれの役割を理解し、自分たちのチームが成功するための他のチームの役割を理解し、目
標を共有する必要があります。責任、所有権、意思決定方法、意思決定を行う権限を持つユーザーを理解
することは、労力を集中的に投入し、チームの利点を最大化するのに役立ちます。

チームのニーズは、業界、組織、チームの構成、およびワークロードの特性によって形成されます。1 つ
の運用モデルによって、すべてのチームとそのワークロードをサポートできると期待するのは合理的では
ありません。

組織に存在する運用モデルの数は、開発チームの数とともに増加する傾向があります。運用モデルの組み
合わせを使用することが必要になる場合もあります。

標準規格を採用しサービスを使用することで、運用を簡素化し、運用モデルのサポートの負担を軽減する
ことができます。共有された標準に沿って開発作業を行うことの利点は、標準を採用し、新しい機能を採
用するチームの数によって増大します。

チームの活動をサポートする標準の追加、変更、例外をリクエストするメカニズムを持つことが重要で
す。このオプションがなければ、標準はイノベーションの障壁になります。リクエストは、実行可能な場
合は承認され、利点とリスクを評価した後、適切であると判断される必要があります。

明確に定義された一連の責任によって、競合や重複する作業の頻度を減らすことができます。ビジネス、
開発、運用チームとの間に強い連携と関係があれば、ビジネス成果は達成しやすくなります。

運用モデル 2 x 2 の表現
これらの運用モデル 2 x 2 の表現は、環境内でのチーム間の関係を理解するのに役立つ図です。これらの
図では、誰が何をするかということと、チーム間の関係に重点を置いていますが、これらの例に沿ったガ
バナンスと意思決定についても説明します。

チームはサポートするワークロードに応じて、複数のモデルの複数の部分を担当する場合があります。説
明されている高レベルの分野よりも、さらに専門的な分野に分割したい場合があります。アクティビティ
を分離または集計したり、チームをオーバーレイしてより具体的な詳細を提供したりすると、これらのモ
デルで無限のバリエーションが生じる可能性があります。

チーム間で機能が重複する、または認識されていない機能があり、それらがさらなる利点をもたらした
り、効率化につながったりする可能性があることに気づくことがあります。また、組織内で満たされてい
ないニーズを見つけ、それに取り組むことができる可能性もあります。

組織の変化を評価する際は、モデル間のトレードオフ、個々のチームがモデル内で存在する場所 (現在お
よび変更後)、チームの関係と責任がどのように変化するか、およびメリットが組織への影響に見合ってい
るかどうかを調べます。

次の 4 つの各運用モデルを使用して成功を実現することができます。一部のモデルは、特定のユースケー
スや、開発における特定のポイントに適しています。これらのモデルによっては、現在の環境で使用して
いるモデルよりも利点が大きい場合があります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

トピック
• 完全に分離された運用モデル (p. 14)
• 分離されたアプリケーションのエンジニアリングと運用 (AEO) および一元化されたガバナンスを備え

たインフラストラクチャのエンジニアリングと運用 (IEO) (p. 15)
• 分離された AEO および一元化されたガバナンスとサービスプロバイダーを備えた IEO (p. 16)
• 分離された AEO および一元化されたガバナンスとサービスプロバイダーコンサルティングパートナー

を備えた IEO (p. 17)
• 分離された AEO と一元化されていないガバナンスを備えた IEO (p. 20)

完全に分離された運用モデル
次の図では、縦軸にアプリケーションとインフラストラクチャが設定されています。アプリケーションと
は、ビジネス成果を提供するワークロードを指し、カスタム開発または購入したソフトウェアであると
考えます。インフラストラクチャとは、物理および仮想インフラストラクチャと、そのワークロードをサ
ポートするその他のソフトウェアを指します。

横軸には、エンジニアリングと運用が設定されています。エンジニアリングとは、アプリケーションやイ
ンフラストラクチャの開発、構築、テストを指します。運用とは、アプリケーションとインフラストラク
チャのデプロイ、更新、および継続的なサポートのことです。

多くの組織では、この「完全に分離された」モデルが存在します。各クアドラントのアクティビティは、
個別のチームによって実行されます。 作業は、作業リクエスト、作業キュー、チケットなどのメカニズム
を介して、または IT サービス管理 (ITSM) システムを使用してチーム間で渡されます。

チームへの、またはチーム間でのタスクを移行すると、複雑性が増し、ボトルネックや遅延が生じてしま
います。リクエストは、優先順位が高くなるまで遅延することがあります。遅れて特定された不具合は
大幅な再処理が必要になる可能性があり、同じチームとその機能を再び通過する必要が生じます。エンジ
ニアリングチームによるアクションを必要とするインシデントがある場合、引き渡しのアクティビティに
よって対応が遅れてしまいます。

業務チーム、開発チーム、運用チームが、実行されているアクティビティや機能を中心に編成されている
場合には、調整不良のリスクが高くなります。これでは、チームはビジネス成果の達成に集中するのでは
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

なく、特定の責任に集中することになってしまいます。チームは専門的、物理的、あるいは論理的に細か
く分けられて隔離されることがあり、コミュニケーションや共同作業の妨げになる場合があります。

分離されたアプリケーションのエンジニアリングと運用 (AEO) 
および一元化されたガバナンスを備えたインフラストラクチャの
エンジニアリングと運用 (IEO)
この「分離された AEO と IEO」モデルでは、「自分で構築して実行する」という方法論に従います。

アプリケーションエンジニアとデベロッパーは、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実行し
ます。同様に、インフラストラクチャエンジニアは、アプリケーションチームをサポートするために使用
するプラットフォームのエンジニアリングと運用の両方を実行します。

この例では、ガバナンスを一元管理として扱います。標準はアプリケーションチームに分散、提供、また
は共有されます。

などの、アカウント間で環境を集中管理できるツールまたはサービスを使用する必要があります。 AWS 
Organizations。などのサービス AWS Control Tower では、この管理機能が拡張されており、アカウントの
セットアップに関するブループリント (運用モデルのサポート) を定義し、AWS Organizations を使用して
進行中のガバナンスを適用し、新しいアカウントのプロビジョニングを自動化することができます。

「自分で構築して実行する」ということは、アプリケーションチームが完全なスタック、ツールチェー
ン、およびプラットフォームの責任を負うという意味ではありません。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

プラットフォームエンジニアリングチームは、標準化された一連のサービス (開発ツール、モニタリング
ツール、バックアップおよび復旧ツール、ネットワークなど) をアプリケーションチームに提供します。
プラットフォームチームは、承認されたクラウドプロバイダーサービス、同じ特定の設定、またはその両
方へのアクセスをアプリケーションチームに提供することもできます。

承認されたサービスと設定をデプロイするためのセルフサービス機能を提供するメカニズムである
Service Catalogは、ガバナンスを実施しながらフルフィルメントリクエストに関連する遅延を制限するの
に役立ちます。

プラットフォームチームはスタック全体の可視性を確保します。それにより、アプリケーションチームは
アプリケーションコンポーネントに関する問題と、アプリケーションが消費するサービスやインフラス
トラクチャコンポーネントとを区別できます。プラットフォームチームは、これらのサービスの設定に関
する支援や、アプリケーションチームの運用を改善する方法に関するガイダンスを提供することもできま
す。

前に説明したように、アプリケーションチームが、チームのアクティビティやアプリケーションのイノ
ベーションをサポートする標準の追加、変更、例外をリクエストするメカニズムが存在することが不可欠
です。

分離された AEO IEO モデルは、アプリケーションチームに強力なフィードバックループを提供します。
ワークロードの日々の運用は、直接的なやり取り、またはサポートや機能のリクエストを介した間接的な
やりとりを通じてお客様とのコンタクトを増やします。このような可視性の向上により、アプリケーショ
ンチームはより迅速に問題に対処できるようになります。より深いつながりと密接な関係により、お客様
のニーズに対するインサイトが得られ、より迅速なイノベーションが可能になります。

これらはすべて、アプリケーションチームをサポートするプラットフォームチームにも当てはまります。

採用された標準は使用前に承認され、本番環境への投入に必要なレビューの量が減る場合があります。プ
ラットフォームチームによって提供される、サポートおよびテスト済みの標準を使用すると、これらの
サービスに関する問題の頻度を減らすことができます。標準を採用することで、アプリケーションチーム
はワークロードの差別化に焦点を当てることができます。

分離された AEO および一元化されたガバナンスとサービスプロ
バイダーを備えた IEO
この「分離された AEO と IEO」モデルでは、「自分で構築して実行する」という方法論に従います。

アプリケーションエンジニアとデベロッパーは、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実行し
ます。

組織には、専用のプラットフォームエンジニアリングと運用チームをサポートするための既存のスキルや
チームメンバーが存在しない場合があります。またそのための時間と労力の投資に積極的でないことも考
えられます。

あるいは、ビジネスを差別化する機能の作成に重点を置いたプラットフォームチームが必要な場合もあり
ますが、差別化につながらない日常業務は業者に任せたいという場合もあります。

などのマネージドサービスプロバイダー AWS Managed Services、AWS Managed Services パート
ナー、または AWS パートナーネットワークのマネージドサービスプロバイダーは、専門的な実装型のク
ラウド環境を提供し、セキュリティとコンプライアンスの要件、ビジネスの目標をサポートします。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

このバリエーションでは、ガバナンスはプラットフォームチームによって一元管理され、アカウント作成
と AWS Organizations および AWS Control Tower で管理されるポリシーがあります。

このモデルでは、サービスプロバイダーのメカニズムを操作するようにメカニズムを変更する必要があ
ります。これは、サービスプロバイダーを含むチーム間のタスクの移行によって生じるボトルネックや遅
延、または不具合の特定の遅れに関連する潜在的な再作業には対応していません。

プロバイダの標準、ベストプラクティス、プロセス、専門知識を活用できます。また、サービス提供の継
続的な開発によるメリットも得られます。

マネージドサービスを運用モデルに追加すると、時間とリソースを節約でき、新しいスキルや能力を開発
するのではなく、戦略的成果に集中して社内チームを維持できます。

分離された AEO および一元化されたガバナンスとサービスプロ
バイダーコンサルティングパートナーを備えた IEO
この「分離された AEO と IEO」モデルでは、「自分で構築して実行する」という方法論の確立を目指し
ます。

アプリケーションチームのワークロードにエンジニアリングと運用のアクティビティを含め、より 
DevOps に近い文化の定着を目指します。

17



運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

しかし、アプリケーションチームは、移行、クラウドの採用、ワークロードのモダナイゼーションの真っ
只中で、クラウドやクラウド運用を十分にサポートするスキルをまだ持っていない場合があります。アプ
リケーションチームの能力の欠如や不慣れさが障害となることがあります。

この懸念に対処するために、質問と回答、議論、ソリューションの発見などを行うフォーラムを提供する
クラウドセンターオブイネーブルメント (CCoE、Cloud Center of Enablement) チームを設置します。組織
のニーズに応じて、CCoE は専門家の専属チームにすることも、組織全体から選ばれた人材で構成される
仮想的なチームにすることもできます。CCoE を活用することで、チームのクラウドへのトランスフォー
メーション、クラウドガバナンスの一元化、アカウントおよび組織管理標準の定義が可能になります。ま
た、リファレンスアーキテクチャ、エンタープライズでのユースパターンの成功例を特定することもでき
ます。

私たちは、CCoE を一般的に用いられているクラウドセンターオブエクセレンスの略ではなく、クラウド
センターオブイネーブルメントの略として用います。これは、サポートされるチームの成功とビジネス成
果の達成をより重視しているためです。

アプリケーションチームが採用できるように、プラットフォームエンジニアリングチームはこれらの標準
に基づいたコアとなる共有プラットフォーム機能を構築します。リファレンスアーキテクチャ、およびセ
ルフサービスメカニズムを介してアプリケーションチームに提供されるパターンをコード化します。AWS 
Service Catalog などのサービスを使用することで、アプリケーションチームは承認済のリファレンスアー
キテクチャ、パターン、サービス、構成、一元化されたガバナンスおよびセキュリティ標準による既定の
コンプライアンスなどをデプロイできます。

またプラットフォームエンジニアリングチームは、標準化された一連のサービス (開発ツール、モニタリ
ングツール、バックアップおよび復旧ツール、ネットワークなど) をアプリケーションチームに提供しま
す。

組織は標準化されたサービスを管理/サポートし、アプリケーションチームによるリファレンスアーキテク
チャおよびパターンに基づくクラウドプレゼンスの確立を支援する「内部 MSP およびコンサルティング
パートナー」を利用できます。これはクラウドオペレーションおよびプラットフォームイネーブルメント 
(COPE) チームと呼ばれ、アプリケーションチームによる基本的な運用の確立を支援し、アプリケーショ
ンチームのシステムとリソースに対する役割と責任が継続的に増加するように促します。COPE チームは 
CCoE およびプラットフォームエンジニアリングチームと協力しながら継続的な改善を進め、アプリケー
ションチームの支持者として活動します。

アプリケーションチームは、環境、CICD パイプライン、変更管理、可観測性およびモニタリング、イン
シデント/イベント管理プロセスのセットアップにおいて COPE チームからの支援を得ます。COPE チー
ムはアプリケーションチームによるこれらの運用アクティビティに参加しますが、時間の経過とともにア
プリケーションチームに所有権を移すため、ゆるやかにフェードアウトします。

アプリケーションチームは、COPE チームのスキルとこれまでに組織で得た学びから恩恵を受けること
ができます。つまり、一元化されたガバナンスを通じたガードレールで守られることになります。アプリ
ケーションチームは社内に存在する過去の成功の上に構築され、採用した組織標準の継続的な更新による
恩恵を得ます。可観測性およびモニタリングを介してワークロードの運用に関する優れたインサイトを得
ることができ、ワークロードに対して行った変更の影響をより深く理解できます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

COPE チームは運用アクティビティをサポートするために必要なアクセスを保持し、複数のアプリケー
ションチームにまたがったエンタープライズレベルの運用ビューと重大インシデントの管理サポートを提
供します。また COPE チームは付加価値を生まない手間のかかる作業に分類されるアクティビティに対す
る責任を保持します。COPE チームは、スケール環境での標準のサポートソリューションを通じてこの責
任を果たします。さらに、アプリケーションチームがアプリケーションの差別化に集中できるように、一
般的なプログラミングや自動化された運用アクティビティの管理を引き続き行います。

各チームがもたらす組織の標準、ベストプラクティス、プロセス、専門知識による恩恵を受けることがで
きます。新しいチームがクラウドを採用したりモダナイゼーションを行ったりする際に、これらの成功パ
ターンを繰り返せるようなメカニズムを確立します。このモデルでは、COPE チームによるアプリケー
ションチームの確立、知識とアーティファクトの継承を支援する能力を重視しています。アプリケーショ
ンチームによる広範囲の独立性の取得の失敗リスクに対処するために、アプリケーションチームの運用負
荷を低減します。CCoE、COPE、アプリケーションチーム間の関係を確立し、進化と革新をさらに進める
ためのフィードバックループを作り出します。

組織全体の標準を定義しながら CCoE と COPE チームを確立することで、クラウドの採用を促進し、モダ
ナイゼーションプロセスをサポートできます。アプリケーションチームに対する COPE チームによる追加
のサポートをコンサルタントやパートナーとして位置づけることで、アプリケーションチームは障壁を取
り除き、より迅速にクラウド機能のメリットを採用できるようになります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用モデル 2 x 2 の表現

分離された AEO と一元化されていないガバナンスを備えた IEO
この「分離された AEO と IEO」モデルでは、「自分で構築して実行する」という方法論に従います。

アプリケーションエンジニアとデベロッパーは、ワークロードのエンジニアリングと運用の両方を実行し
ます。同様に、インフラストラクチャエンジニアは、アプリケーションチームをサポートするために使用
するプラットフォームのエンジニアリングと運用の両方を実行します。

この例では、一元管理されていないものとしてガバナンスを扱います。

標準はプラットフォームチームによってアプリケーションチームに分散、提供、または共有されますが、
アプリケーションチームはワークロードに対応するために新しいプラットフォーム機能を自由に設計およ
び運用できます。

このモデルでは、アプリケーションチームに対する制約が少なくなりますが、責任は大幅に増加します。
追加のプラットフォーム機能をサポートするためには、追加のスキルや、チームメンバーになる可能性の
ある人が存在する必要があります。スキルセットが適切でなく、不具合が早期に認識されない場合、大幅
な再作業のリスクが高まります。

アプリケーションチームに特に委任されていないポリシーを適用する必要があります。AWS 
Organizations などの、アカウント間で環境を一元管理できるツールまたはサービスを 使用します。AWS 
Control Tower などのサービスでは、 この管理機能が拡張されており、アカウントのセットアップに関す
るブループリント (運用モデルのサポート) を定義し、AWS Organizations を使用して進行中のガバナンス
を適用し、新しいアカウントのプロビジョニングを自動化することができます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

アプリケーションチームが標準への追加や変更をリクエストするためのメカニズムを持つことは有益で
す。他のアプリケーションチームに利益をもたらす新しい標準にチームが貢献できる可能性があります。
プラットフォームチームは、これらの追加機能の直接サポートを提供することが、ビジネス成果につなが
る効果的なサポートであると判断する可能性があります。

このモデルでは、高度なスキルやチームメンバーなどの要件によって、イノベーションに対する制約を制
限します。チーム間のタスクの移行によって生成されるボトルネックや遅延の多くに対処しながら、チー
ムとお客様との間の効果的な関係の発展を促進します。

関係性と所有権
運用モデルは、チーム間の関係を定義し、識別可能な所有権と責任をサポートします。

ベストプラクティス
• OPS02-BP01 リソースには特定の所有者が存在する (p. 21)
• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23)
• OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用アクティビティに存在する (p. 23)
• OPS02-BP04 チームメンバーが自らの責任範囲を把握する (p. 24)
• OPS02-BP05 責任と所有権を特定するためのメカニズムが存在する (p. 24)
• OPS02-BP06 追加、変更、例外をリクエストするメカニズムが存在する (p. 25)
• OPS02-BP07 チーム間の責任は事前定義済みまたは交渉済みである (p. 26)

OPS02-BP01 リソースには特定の所有者が存在する
ワークロードのリソースには、変更管理、トラブルシューティング、その他機能を受け持つ、特定できる
所有者が必要です。所有者は、ワークロード、アカウント、インフラストラクチャ、プラットフォーム、
アプリケーションに割り当てられます。所有権は、一元登録などのツール、またはリソースに添付された
メタデータを使用して記録されます。コンポーネントのビジネス価値で、それらに適用されるプロセスと
手順が決まります。

期待される成果:

• リソースに、メタデータまたは一元登録を使用して特定できる所有者がいます。
• チームメンバーが、リソースを誰が所有しているかを特定できます。
• アカウントの所有者は、可能な限り 1 人です。

一般的なアンチパターン:

• AWS アカウントのその他の連絡先が入力されていない。
• リソースに、それを所有するチームを特定するタグがない。
• E メールマッピングのない ITSM キューがある。
• インフラストラクチャの重要な部分で 2 つのチームの所有権が重複している。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• リソースの変更管理は、所有権が割り当てられていて、わかりやすくなっています。
• トラブルシューティングが発生した場合に、適切な所有者を関与させることができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

実装のガイダンス
環境内のリソースユースケースにおける所有権の意味を定義します。所有権とは、リソースの変更を監督
する人、トラブルシューティング中にリソースをサポートする人、または財務的な責任者を意味すること
もあります。名前、連絡先情報、組織、チームなどでリソースの所有者を指定し、記録します。

お客様事例

AnyCompany Retail は、所有権を、リソースの変更とサポートを担当するチームまたは個人と定義して
います。AWS Organizations を活用して AWS アカウントを管理しています。予備のアカウント連絡先
は、グループ受信箱を使用して設定されています。各 ITSM キューは、E メールエイリアスにマッピング
されています。タグによって、誰が AWS リソースを所有しているかを特定できます。その他のプラット
フォームやインフラストラクチャについては、所有権と連絡先情報を特定できる wiki ページがあります。

実装手順

1. 組織における所有権を定義することから始めます。所有権は、リソースのリスクに対して責任を持つ
人、リソースの変更を担当する人、またはトラブルシューティング時にリソースをサポートする人など
を意味します。また、リソースの財務的または管理的な所有権を意味することもあります。

2. AWS Organizations を使用してアカウントを管理します。アカウントのその他の連絡先を一元管理でき
ます。
a. 会社の E メールアドレスや電話番号を連絡先として使用することで、その E メールアドレスや電話

番号の持ち主が組織からいなくなったとしても、連絡先にアクセスすることができます。例えば、請
求、オペレーション、セキュリティ用に別々の E メール配信リストを作成し、アクティブな AWS ア
カウントごとに請求、セキュリティ、オペレーションの連絡先として設定します。誰かが休暇を取っ
ていたり、担当が変わったり、会社を辞めたりした場合でも、複数の人が AWS の通知を受け取り、
対応できるようになります。

b. アカウントが AWS Organizations で管理されていない場合、必要に応じてその他の連絡先を利用し
て AWS が適切な担当者に連絡を取ることができます。アカウントのその他の連絡先は、個人よりも
グループを指定して設定します。

3. タグを使用して AWS のリソースの所有者を特定します。所有者と連絡先情報の両方を、別々のタグで
指定できます。
a. AWS Config ルールを使用して、リソースに必須の所有権タグをつけるように強制できます。
b. 組織においてタグ付け戦略を策定する方法に関する詳細なガイダンスについては、AWS Tagging 

Best Practices whitepaper (AWS のタグ付けに関するベストプラクティスホワイトペーパー) を参照
してください。

4. その他のリソース、プラットフォーム、インフラストラクチャについては、所有権を特定するドキュメ
ントを作成します。このドキュメントはチームメンバーが誰でも利用できるようにします。

実装計画に必要な工数レベル: 低。アカウントの連絡先情報およびタグを利用して、AWS リソースの所有
権を割り当てます。その他のリソースについては、wiki の表などシンプルなものを使用して所有権と連絡
先情報を記録するか、ITSM ツールを使用して所有権をマッピングします。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23) - リソースをサポートするプロセ
スと手順はリソースの所有権によって決まります。

• OPS02-BP04 チームメンバーが自らの責任範囲を把握する (p. 24) - チームメンバーは自分がどのリ
ソースの所有者になっているかを理解する必要があります。

• OPS02-BP05 責任と所有権を特定するためのメカニズムが存在する (p. 24) - 所有権はタグやアカウ
ント連絡先などの仕組みを使用して確認できるようにする必要があります。

関連するドキュメント:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

• AWS Account Management - Updating contact information (AWS アカウントの管理 - 連絡先情報の更新)
• AWS Config ルール - required-tags
• AWS Organizations - 組織の代替連絡先の更新
• AWS Tagging Best Practices whitepaper (AWS のタグ付けに関するベストプラクティスホワイトペー

パー)

関連する例:

• AWS Config ルール - Amazon EC2 と必要なタグおよび有効な値

関連サービス:

• AWS Config
• AWS Organizations

OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する
個々のプロセスと手順の定義を誰が所有しているか、特定のプロセスと手順が使用されている理由、およ
びその所有権が存在する理由を理解します。特定のプロセスと手順が使用される理由を理解することで、
改善の機会を特定できます。

このベストプラクティスを確立するメリット: 所有権を理解すると、改善の承認者、改善を実装する者、ま
たはその両方がわかります。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス

• プロセスや手順には、その定義に責任を持つ所有者が存在する: お客様の環境で使用されているプロセス
や手順、およびその定義に責任を持つ個人またはチームを把握します。
• プロセスと手順の特定: ワークロードのサポートにおいて実施される運用アクティビティを特定しま

す。これらのアクティビティを検出可能な場所に文書化します。
• プロセスまたは手順の定義の所有者の定義: アクティビティの仕様に責任を有する個人またはチームを

一意に特定します。当該個人またはチームは、適切なアクセス許可、アクセス、およびツールを持つ
適切なスキルを持つチームメンバーが正常に実行できるようにする責任があります。そのアクティビ
ティの実行に問題がある場合、アクティビティの改善に必要となる詳細なフィードバックを提供する
責任はそのチームメンバーにあります。

• アクティビティアーティファクトのメタデータの所有権のキャプチャ: AWS Systems Manager (ド
キュメント)、および AWS Lambda (関数) などのサービスで自動化されている手続きは、メタデータ
情報をタグとしてキャプチャするのをサポートしています。タグまたはリソースグループを使用して
リソースの所有権をキャプチャし、所有権と連絡先情報を指定します。AWS Organizations を使用し
てタグ付けポリシーを作成し、所有権と連絡先情報がキャプチャされるようにします。

OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用アク
ティビティに存在する
定義されたワークロードに対して特定のアクティビティを実行する責任を持つ者と、その責任が存在す
る理由を理解します。運用アクティビティを実行することに責任を負う者を理解すると、誰がアクティビ
ティを実行し、結果を検証し、アクティビティの所有者にフィードバックを提供するかを通知します。

このベストプラクティスを活用するメリット: アクティビティを実行する責任を負う者を理解すると、アク
ションが必要になったときに誰に通知し、誰がアクションを実行し、結果を検証し、アクティビティの所
有者にフィードバックを提供するかがわかります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス

• 運用アクティビティのパフォーマンスに責任を持つ所有者の存在: 環境で使用されるプロセスと手順を実
行する責任をキャプチャする
• プロセスと手順の特定: ワークロードのサポートにおいて実施される運用アクティビティを特定しま

す。これらのアクティビティを検出可能な場所に文書化します。
• 各アクティビティを実行する責任者の定義: アクティビティに責任を有するチームを特定します。アク

ティビティの詳細と、アクティビティを実行するために必要なスキルと適切なアクセス許可、アクセ
ス、ツールがあることを確認します。チームは、当該アクティビティが実行される条件 (イベントや
スケジュールなど) を理解する必要があります。この情報を検出可能にして、組織のメンバーが、特
定のニーズに合わせて連絡する必要があるチームまたは個人を特定できるようにします。

OPS02-BP04 チームメンバーが自らの責任範囲を把握する
役割の責任と、ビジネスの成果にどのように貢献するかを理解することで、タスクの優先順位付けと役割
が重要である理由を知ることができます。これにより、チームメンバーはニーズを認識し、適切に対応で
きます。

このベストプラクティスを活用するメリット: 責任を理解すると、決定する事項、実行するアクション、お
よび適切な所有者に引き渡すべきアクティビティがわかります。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス

• チームメンバーに自らの役割と責任を確実に理解させる: チームメンバーの役割と責任を特定し、その
チームメンバーが自らの役割に期待されている事項を理解できるようにします。この情報を検出可能に
して、組織のメンバーが、特定のニーズに合わせて連絡する必要があるチームまたは個人を特定できる
ようにします。

OPS02-BP05 責任と所有権を特定するためのメカニズムが存在
する
個人またはチームが特定されない場合、対処される必要がある事項についての所有権または計画を割り当
てる権限を持つ者へのエスカレーションパスが定義されています。

このベストプラクティスを活用するメリット: 責任者または所有者を理解すると、適切なチームまたはチー
ムメンバーに連絡して、リクエストし、またはタスクを移行することができます。責任や所有権を割り当
て、またはニーズに対処する計画を立てる権限を持つ個人を特定することで、不作為のリスクや対応され
ないままとなるリスクを軽減できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス

• 責任と所有権を特定するためのメカニズムの存在: 組織のメンバーが所有権と責任を知り、特定するため
に、メンバーがアクセス可能なメカニズムを提供します。これらのメカニズムにより、メンバーは、特
定のニーズについて、連絡すべきチームまたは個人を特定できます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

OPS02-BP06 追加、変更、例外をリクエストするメカニズムが
存在する
プロセス、手順、およびリソースの所有者にリクエストを送信できます。リクエストには、追加、変更、
除外などがあります。このようなリクエストは変更管理プロセスを通ります。利点とリスクを評価した
後、実行可能で適切であると判断されたリクエストを、十分な情報に基づいて承認します。

期待される成果:

• 割り当てられた所有権に基づいて、プロセス、手順、リソースの変更をリクエストできます。
• 変更は、メリットとリスクを検討して、熟考の上で行われます。

一般的なアンチパターン:

• アプリケーションをデプロイする方法を更新しなければならないが、オペレーションチームからデプロ
イプロセスの変更をリクエストする方法がない。

• ディザスタリカバリ計画を更新しなければならないが、変更のリクエスト先になる特定できる所有者が
いない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• プロセス、手順、リソースを、要件の変更に合わせて進化させることができます。
• 所有者は十分な情報に基づいて変更時期を決定できます。
• 変更は熟考の上で行われます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
このベストプラクティスを実装するには、プロセス、手順、リソースに対する変更のリクエストが可能で
ある必要があります。変更管理プロセスは簡単なものでかまいません。変更管理プロセスを文書化しま
す。

お客様事例

AnyCompany Retail は責任割り当て (RACI) マトリックスを使用して、プロセス、手順、リソースの変更
を所有しているのが誰かを特定しています。文書化された変更管理プロセスは、簡単で従いやすいもので
す。RACI マトリックスとこのプロセスを使用して、誰でも変更リクエストを送信できます。

実装手順

1. ワークロードのプロセス、手順、リソースと、それぞれの所有者を特定します。ナレッジマネジメント
システムにそれらを記録します。
a. OPS02-BP01 リソースには特定の所有者が存在する (p. 21)、OPS02-BP02 プロセスと手順には特

定の所有者が存在する (p. 23)、または OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用ア
クティビティに存在する (p. 23) を実装していない場合は、先に実装します。

2. 組織の関係者と協力して、変更管理プロセスを作成します。このプロセスは、リソース、プロセス、手
順の追加、変更、除外を対象とします。
a. AWS Systems Manager Change Manager を、ワークロードリソースの変更管理プラットフォームと

して使用できます。
3. ナレッジマネジメントシステムに、変更管理プロセスを記録します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。変更管理プロセスの作成では、組織全体の複数の関係者と協調する必要
があります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
関係性と所有権

リソース

関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP01 リソースには特定の所有者が存在する (p. 21) - 変更管理プロセスを構築する前に、リ
ソースに特定できる所有者がいる必要があります。

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23) - 変更管理プロセスを構築する前
に、プロセスに特定できる所有者がいる必要があります。

• OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用アクティビティに存在する (p. 23) - 変更管
理プロセスを構築する前に、オペレーションアクティビティに特定できる所有者がいる必要がありま
す。

関連するドキュメント:

• AWS Prescriptive Guidance - Foundation palybook for AWS large migrations: Creating RACI matrices
(AWS の規範的ガイダンス - AWS の大規模移行における基礎プレイブック: RACI マトリックスの作成)

• Change Management in the Cloud Whitepaper (クラウドにおける変更管理ホワイトペーパー)

関連サービス:

• AWS Systems Manager Change Manager

OPS02-BP07 チーム間の責任は事前定義済みまたは交渉済みで
ある
チーム間には、チームがどのように連携し、互いにサポートするかを説明する、定義済みまたは交渉済
みの契約があります (応答時間、サービスレベル目標、サービスレベルアグリーメントなど)。チーム間コ
ミュニケーションチャネルが文書化されています。チームの仕事がビジネスの成果に及ぼす影響、および
他のチームや組織の成果を理解することで、タスクの優先順位付けを知り、適切に対応できるようになり
ます。

責任と所有権が未定義または不明な場合、必要な活動をタイムリーに処理できず、これらのニーズへの対
応が重複し、競合する可能性のある作業が生じるリスクがあります。

期待される成果:

• チーム間の作業またはサポートに関する契約が、合意され文書化されています。
• 相互にサポートまたは協力するチームに、コミュニケーションチャネルおよび応答時間目標が定められ

ています。

一般的なアンチパターン:

• 本稼働環境で問題が発生し、2 つの個別のチームが別個にトラブルシューティングを開始した。このサ
イロ化された作業のために停止時間が長くなった。

• オペレーションチームが開発チームの支援を必要としているが、応答時間の合意がない。リクエストが
後回しにされる。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• チームが相互にやり取りおよびサポートする方法を知っています。
• 応答性の目標が周知されています。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
組織カルチャー

• コミュニケーションチャネルが明確に定義されています。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス

このベストプラクティスを実装すると、チームが協力し合う方法についてあいまいさがなくなります。正
式に合意を結ぶことで、チームの協力方法や互いにサポートする方法を体系化できます。チーム間コミュ
ニケーションチャネルが文書化されます。

お客様事例

AnyCompany Retail の SRE チームは、開発チームとサービスレベルアグリーメントを結んでいます。開
発チームがチケットシステムでリクエストを行う際に、15 分以内の応答を期待できます。サイトが停止し
た場合は、SRE チームが開発チームのサポートを受けながら調査を主導します。

実装手順

1. 組織全体の関係者と協力して、プロセスと手順に基づき、チーム間の契約を作成します。
a. プロセスまたは手順が 2 チームで共有されている場合は、チームの協力方法に関するランブックを作

成します。
b. チーム間に依存関係がある場合は、リクエストについての応答 SLA を結びます。

2. 責任の所在をナレッジマネジメントシステムに記録します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。チーム間に既存の契約がない場合、組織全体の関係者が合意に至るまで
に工数がかかる場合があります。

リソース

関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23) - チーム間で契約を結ぶ前に、プ
ロセスの所有権を特定する必要があります。

• OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用アクティビティに存在する (p. 23) - チーム
間で契約を結ぶ前に、オペレーションアクティビティの所有権を特定する必要があります。

関連するドキュメント:

• AWS Executive Insights - Empowering Innovation with the Two-Pizza Team (エグゼクティブのインサイ
ト - 2 枚のピザチームでイノベーションを強化する)

• Introduction to DevOps on AWS - Two-Pizza Teams (AWS での DevOps 入門 - 2 枚のピザチーム)

組織カルチャー
チームメンバーにサポートを提供することで、チームメンバーがより効果的に行動し、 ビジネスの成果を
サポートできるようにします。

ベストプラクティス
• OPS03-BP01 エグゼクティブスポンサーシップ (p. 28)
• OPS03-BP02 チームメンバーに、結果にリスクがあるときにアクションを実行する権限が付与されて

いる (p. 28)
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP01 エグゼクティブスポンサーシップ

• OPS03-BP03 エスカレーションが推奨されている (p. 29)
• OPS03-BP04 タイムリーで明確、かつ実用的なコミュニケーション (p. 29)
• OPS03-BP05 実験の推奨 (p. 31)
• OPS03-BP06 チームメンバーがスキルセットを維持、強化することができ、それが推奨されてい

る (p. 33)
• OPS03-BP07 チームに適正なリソースを提供する (p. 34)
• OPS03-BP08 チーム内やチーム間でさまざまな意見が推奨され、求められる (p. 35)

OPS03-BP01 エグゼクティブスポンサーシップ
シニアリーダーシップは、組織に対する期待を明確に設定し、成功を評価します。シニアリーダーシップ
は、ベストプラクティスの採用と組織の進化の協賛者、支持者、および推進者です。

このベストプラクティスを確立するメリット: 熱心なリーダーシップ、期待事項の明確な伝達、目標の共有
により、チームメンバーは、何が期待されているのかを知ることができます。成功を評価することで、成
功に至るまでの障壁を特定でき、支持者や権限を与えられた者の介入を通じて対処できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• エグゼクティブスポンサーシップ: シニアリーダーシップは、組織に対する期待値を明確に設定し、成功

を評価します。シニアリーダーシップは、ベストプラクティスの採用と組織の進化の協賛者、支持者、
および推進者です。
• 期待値の設定: 測定方法を含め、組織の目標を定義し、公開します。
• 目標の達成の追跡: 目標の段階的な達成度を定期的に測定し、結果を共有して、結果にリスクがある場

合に適切なアクションが講じられるようにします。
• 目標達成に必要なリソースの提供: 新しい情報、目標、責任、ビジネス環境の変化などに基づいて、リ

ソースが適切かどうか、また追加のリソースが必要であるかどうかを定期的に見直します。
• チームの支援: チームと常に関わり、彼らがどのような状態にあるのか、また彼らに影響を与える外的

要因があるのかを理解します。チームが外部要因の影響を受けた場合、目標を再評価し、必要に応じ
てターゲットを調整します。チームの進行を妨げている障害を特定します。チームのために障害に対
処し、不要な負担を取り除きます。

• ベストプラクティスの導入の促進: 定量的な利益をもたらしたベストプラクティスを認定し、その考案
者と採用者を評価します。さらなる導入を推奨して、得られるメリットを拡大します。

• チームの進化の推進: 継続的な改善の文化を生み出します。個人と組織の両者の成長と発展を奨励しま
す。時間の経過とともに段階的な達成を求める長期的なターゲットを提供します。ニーズ、ビジネス
目標、ビジネス環境の変化に応じて、これらを補完するために、このビジョンを調整します。

OPS03-BP02 チームメンバーに、結果にリスクがある
ときにアクションを実行する権限が付与されている
ワークロード所有者は、結果にリスクがあるときにチームメンバーが対応できるようにするためのガイダ
ンスと範囲を定義しています。エスカレーションメカニズムは、イベントが定義された範囲外にある場合
に対応の方向性を取得するために使用されます。

このベストプラクティスを活用するメリット: 変更を早期にテストして検証することで、コストを最小限に
抑えて問題に対処し、顧客への影響を抑えることができます。デプロイ前にテストすることで、エラーの
発生を最小限に抑えることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP03 エスカレーションが推奨されている

実装のガイダンス
• 結果にリスクがあるときにアクションを実行する権限が、チームメンバーに付与されている: 効果的に対

応するために必要なスキルを実践するためのアクセス許可、ツール、機会をチームメンバーに提供しま
す。
• 対応するために必要なスキルを訓練する機会をチームメンバーに提供する: プロセスと手順のテストと

トレーニングを安全に実行できる、安全な代替環境を提供します。ゲームデーを実施して、チームメ
ンバーがシミュレートされた安全な環境で現実世界のインシデントに対応する経験を積むことができ
るようにします。

• アクションを実行するチームメンバーの権限を定義および認識する: チームメンバーがサポートする
ワークロードとコンポーネントにアクセス許可とアクセス権を割り当てることで、アクションを実行
するチームメンバーの権限を具体的に定義します。チームメンバーが、結果にリスクがあるときにア
クションを実行する権限を付与されていることを認識します。

OPS03-BP03 エスカレーションが推奨されている
チームメンバーにはメカニズムがあり、結果にリスクがあると思われる場合は、意思決定者や利害関係者
に懸念をエスカレートすることが推奨されます。エスカレーションは、リスクを特定し、インシデントの
発生を防ぐために、早く、頻繁に実行する必要があります。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 早期かつ頻繁なエスカレーションを奨励する: 早期かつ頻繁なエスカレーションがベストプラクティスで

あることを組織的に認識します。エスカレーションに理由がないとされる場合があること、そして、エ
スカレーションしないことによって、インシデントを阻止する機会を逃すよりも、インシデントを阻止
する機会が得られる方がよいことを組織的に認識し、受け入れます。
• エスカレーションメカニズムの存在: エスカレーションをいつどのように行うかを定義する手順を文

書化します。アクションを実行したり、アクションを承認したりする強い権限を持つ人々とその連絡
先情報を文書化します。リスクに対処できる人物に当該リスクが引き渡されたとチームメンバーが満
足するまで、またはワークロードの運用に関するリスクと責任の所有者に連絡するまで、エスカレー
ションを続行する必要があります。当該者がワークロードに関するすべての決定を最終的に所有しま
す。エスカレーションには、リスクの性質、ワークロードの重要度、影響を受ける者、影響の内容、
緊急性 (予想される影響の時期など) を含める必要があります。

• エスカレーションする従業員の保護: 無策の意思決定や利害関係者などにエスカレーションする場合に
チームメンバーを報復から保護するポリシーを備えます。これが発生しているかどうかを特定し、適
切に対応するメカニズムを備えます。

OPS03-BP04 タイムリーで明確、かつ実用的なコミュ
ニケーション
メカニズムが存在し、チームメンバーに既知のリスクや計画されたイベントをタイムリーに通知するため
に使用されます。アクションが必要かどうか、どのようなアクションが必要かを判断し、タイミングよく
そのアクションを実行するために、必要なコンテキスト、詳細、および時間 (可能な場合) が提供されま
す。たとえば、パッチ適用を迅速に行えるようにソフトウェアの脆弱性を通知したり、サービス中断のリ
スクを回避するために変更のフリーズを実装できるように計画された販売プロモーションの通知を提供し
たりします。計画されたイベントは変更カレンダーまたはメンテナンススケジュールに記録できるため、
チームメンバーが保留中のアクティビティを特定できます。

期待される成果:

• コミュニケーションでコンテクスト、詳細、目標時間が提供されます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP04 タイムリーで明確、
かつ実用的なコミュニケーション

• チームメンバーが、コミュニケーションに応答して、いつどのように行動すべきかを明確に理解できま
す。

• 変更カレンダーを活用して、想定される変更についての通知が提供されます。

一般的なアンチパターン:

• 毎週何度も誤検知でアラートが発生する。発生するたびに通知をミュートにしている。
• セキュリティグループの変更を依頼されたが、いつ行うべきかを指示されていない。
• システムがスケールアップしたがアクションは不要という通知を、何度もチャットで受け取る。チャッ

トチャネルを避けていたため、重要な通知を見逃した。
• 本稼働環境に対する変更が、オペレーションチームに通知せずに行われた。変更によりアラートが発報

され、チームに対するオンコールが発生した。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 組織がアラートによる疲弊を回避できます。
• チームメンバーは必要なコンテキストと目標を得て行動できます。
• 変更は変更ウィンドウ中に行われるため、リスクを軽減できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
このベストプラクティスを実装するには、組織全体の関係者と協力して、コミュニケーション基準に関し
て合意を得る必要があります。この基準を、組織の誰もが確認できるようにします。誤検知や常にオンの
アラートを特定して排除します。変更カレンダーを活用して、アクションが実行されるタイミングや保留
中のアクティビティをチームメンバーが把握できるようにします。コミュニケーションによって、必要な
コンテクストが提供され、アクションが明確になることを検証します。

お客様事例

AnyCompany Retail は、主なコミュニケーションメディアとしてチャットを使用しています。アラートや
その他の情報は特定のチャネルに入力されます。誰かのアクションが必要な場合、期待される成果が明確
に提示され、多くの場合、使用するランブックまたはプレイブックが指定されます。変更カレンダーを使
用して本稼働システムに対する大きな変更をスケジュールしています。

実装手順

1. 誤検知のアラートや継続的に発報されるアラートを分析します。それらを排除するか、人による介入が
必要なときに発報されるように変更します。アラートが発報される場合は、ランブックまたはプレイ
ブックを指定します。
a. アラート用のプレイブックやランブックの作成には、AWS Systems Manager ドキュメントを使用で

きます。
2. 2リスクや計画されたイベントの通知を明確かつ実用的な方法で提供し、適切な対応を可能にするのに

十分な通知を提供するメカニズムが設けられています。計画されたイベントに先立ち、E メールリスト
またはチャットチャネルを使用して、通知を送信します。
a. AWS Chatbot を使用して、組織のメッセージプラットフォーム内でアラートを送信したりイベント

に対応したりできます。
3. 計画されたイベントを知ることができる、アクセス可能な情報ソースを提供します。同じシステムから

計画されたイベントを通知します。
a. AWS Systems Manager Change Calendar を使用して、変更を行う変更ウィンドウを作成できます。

これにより、チームメンバーは安全に変更を行うことができるタイミングを知ることができます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP05 実験の推奨

4. 脆弱性の通知とパッチ情報をモニターして、ワークロードコンポーネントに関連する予期できない潜在
的なリスクの脆弱性を理解します。チームメンバーが対応できるように通知を送信します。
a. AWS セキュリティ速報を購読して、AWS における脆弱性に関する通知を受信できます。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する (p. 72) - 成果がわかっている場合は、ランブッ
クを提供してコミュニケーションを実行可能なものにします。

• OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する (p. 74) - 成果が不明の場合は、プレイブック
によってコミュニケーションを実行可能なものにできます。

関連するドキュメント:

• AWS セキュリティ速報
• Open CVE

関連する例:

• Well-Architected Labs: Inventory and Patch Management (Level 100) (Well-Architected ラボ: インベント
リおよびパッチ管理 (レベル 100))

関連サービス:

• AWS Chatbot
• AWS Systems Manager Change Calendar
• AWS Systems Manager ドキュメント

OPS03-BP05 実験の推奨
実験は、新しいアイデアを製品や機能に変える触媒となります。実験は、学習を加速し、チームメンバー
が関心と当事者意識を持ち続けることの一助となります。イノベーションを促進するために、チームメン
バーは頻繁に実験することが奨励されます。結果が思わしくないものであっても、何をすべきでないかを
知ることに価値があります。実験が成功したものの望ましくない結果が得られた場合、チームメンバーが
罰せられることはありません。

期待される成果:

• イノベーションを育むために、組織では実験が奨励されます。
• 実験は学びの機会として使用されます。

一般的なアンチパターン:

• A/B テストを実行したいが、実験を実行する仕組みがない。テストを行うことができないまま UI の変更
をデプロイした。その結果、カスタマーエクスペリエンスが低下した。

• 会社にはステージ環境と本稼働環境しかない。新機能や新製品を実験するサンドボックス環境がないた
め、本稼働環境で実験を行わなければならない。

このベストプラクティスを活用するメリット:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP05 実験の推奨

• 実験はイノベーションを促進します。
• 実験を通して、ユーザーからのフィードバックにより迅速に対応できます。
• 組織に学習の文化が築かれます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
実験は安全な方法で実行する必要があります。複数の環境を活用して、本稼働リソースを危険に晒すこと
なく、実験を行います。A/B テストや機能フラグを使用して、実験をテストします。チームメンバーがサ
ンドボックス環境で実験を行えるようにします。

お客様事例

AnyCompany Retail では実験が奨励されています。チームメンバーは週の仕事の 20% を実験や新技術の
学習に使用できます。サンドボックス環境があり、イノベーションを行うことができます。新機能には A/
B テストが使用され、実際のユーザーのフィードバックを使用して機能を検証します。

実装手順

1. 組織全体でリーダーたちと協力して実験をサポートしてもらいます。チームメンバーは安全な方法で実
験を行うことが奨励されます。

2. チームメンバーに、安全に実験できる環境を提供します。チームメンバーが本稼働環境に似た環境にア
クセスできるようにする必要があります。
a. 個別の AWS アカウントを使用して実験用のサンドボックス環境を作成できます。アカウントのプロ

ビジョニングには、AWS Control Tower を使用できます。
3. 機能フラグや A/B テストを使用して安全に実験を行い、ユーザーからのフィードバックを収集します。

a. AWS AppConfig 機能フラグを使用して、機能フラグを作成できます。
b. 限定されたデプロイに対する A/B テストの実行には、Amazon CloudWatch Evidently を使用できま

す。
c. AWS Lambda のバージョンを使用して、関数の新しいバージョンをデプロイし、ベータテストを実

行できます。

実装計画に必要な工数レベル: 高。安全な方法で実験できる環境をチームメンバーに提供し実験を行うに
は、多額の投資が必要です。また、機能フラグを使用したり A/B テストをサポートしたりするために、ア
プリケーションコードの変更が必要になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113) - 実験に加えて、インシデントから学習する
ことは、イノベーションの重要な推進要素です。

• OPS11-BP03 フィードバックループを実装する (p. 113) - フィードバックループは、実験の重要な部
分です。

関連するドキュメント:

• An Inside Look at the Amazon Culture: Experimentation, Failure, and Customer Obsession (Amazon 文化
の裏側: 実験、失敗、顧客第一主義)

• Best practices for creating and managing sandbox accounts in AWS(AWS でのサンドボックスアカウン
トの作成と管理におけるベストプラクティス)
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP06 チームメンバーがスキルセットを維
持、強化することができ、それが推奨されている

• Create a Culture of Experimentation Enabled by the Cloud (クラウドで可能になる実験文化の構築)
• Enabling experimentation and innovation in the cloud at SulAmérica Seguros (SulAmérica Seguros にお

けるクラウドでの実験とイノベーションの実現)
• Experiment More, Fail Less (実験が多いほど失敗は少なくなる)
• Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts - Sandbox OU (複数のアカウントを使用し

た AWS 環境の組織化 - サンドボックス OU)
• Using AWS AppConfig Feature Flags (AWS AppConfig の機能フラグを使用する)

関連動画:

• AWS On Air ft.Amazon CloudWatch Evidently | AWS Events (AWS On Air: Amazon CloudWatch 
Evidently 特集 | AWS イベント)

• AWS On Air San Fran Summit 2022 ft.AWS AppConfig Feature Flags integration with Jira (AWS On Air 
San Fran Summit 2022: Jira を使用した AWS AppConfig 機能フラグの統合)

• AWS re:Invent 2022 - A deployment is not a release: Control your launches w/feature flags (BOA305-R)
(AWS re:Invent 2022 - デプロイはリリースではない: 機能フラグで起動をコントロールする (BOA305-
R))

• Programmatically Create an AWS アカウント with AWS Control Tower(AWS Control Tower を使用して 
AWS アカウントをプログラムで作成する)

• Set Up a Multi-Account AWS Environment that Uses Best Practices for AWS Organizations(AWS 
Organizations のベストプラクティスを使用するマルチアカウント AWS 環境の設定)

関連する例:

• AWS Innovation Sandbox
• End-to-end Personalization 101 for E-Commerce (E コマース向けのエンドツーエンドのパーソナライ

ゼーション 101)

関連サービス:

• Amazon CloudWatch Evidently
• AWS AppConfig
• AWS Control Tower

OPS03-BP06 チームメンバーがスキルセットを維持、
強化することができ、それが推奨されている
チームは、ワークロードに対応するに際して、新しいテクノロジーを採用し、需要と責任の変化をサポー
トするために、スキルセットを強化する必要があります。新しいテクノロジーにおけるスキルの発達は、
多くの場合、チームメンバーの満足度の源となり、イノベーションをサポートします。チームメンバーが
強化している自らのスキルを検証および認識し、業界認証を追求および維持できるように支援します。組
織の知識とスキルを持ち、熟練したチームメンバーを失った場合は、クロストレーニングによって知識の
伝達を促進し、重大な影響のリスクを緩和します。学習のために専用の時間を割り当てます。

AWS は、 AWS ご利用開始のためのリソースセンター、 AWS ブログ、 AWS オンラインテックトーク、
AWS イベントとオンラインセミナー、 AWS Well-Architected ラボなどのリソースを提供しており、チー
ムを教育するためのガイダンス、事例、詳細なチュートリアルを提供しています。

また、AWS では、 Amazon Builders' Library で AWS の運用を通じて学んだベストプラクティスと パター
ン、 AWS ブログ や 公式 AWS ポッドキャストを通じて幅広い有益な教材を共有しています。.
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS03-BP07 チームに適正なリソースを提供する

AWS が提供する Well-Architected ラボ、 AWS Support (AWS ナレッジセンター、 AWS ディスカッショ
ンフォーラム、および AWS Support センター) および AWS ドキュメント などのリソースを活用して、
チームの教育に役立ててください。AWS に関しての質問については、AWS Support センターを利用して 
AWS Support に連絡してください。

AWS トレーニング と認定 では、AWS の基礎に関するセルフペースデジタルコースを通じて無料のト
レーニングを提供しています。また、インストラクターが実施するトレーニングに登録して、チームの 
AWS スキルの開発をさらにサポートすることもできます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• チームメンバーはスキルセットの維持と成長が可能で推奨されている: 新しいテクノロジーを採用し、イ

ノベーションをサポートし、ワークロードのサポートにおける需要と責任の変化に対応するためには、
継続的な教育が必要です。
• 教育のためのリソースを提供する: 構造的に設けられた専用の時間、トレーニング資料へのアクセス、

ラボリソース、カンファレンスや専門家組織への参加のサポートにより、教育者と同僚の両方から学
習する機会を得ることができます。下級チームのメンバーが、上級チームのメンバーをメンターとす
るためにアクセスできるようにしたり、上級チームのメンバーの業務をシャドーイングして、自らの
手法やスキルを評価してもらえるようにしたりします。より広い視点を持つために、仕事に直接関係
しないコンテンツについて学習することを奨励します。

• チーム教育とチーム間のエンゲージメント: チームメンバーの継続的な教育のニーズに合った計画を立
てます。チームメンバーが他のチームに (一時的または永続的に) 参加し、組織全体に役立つスキルや
ベストプラクティスを共有する機会を提供する

• 業界認証の追求と維持をサポートする: チームメンバーが学んだことを検証し、その成果を認める業界
認証を取得および維持するのをサポートします。

リソース
関連するドキュメント:

• AWS ご利用開始のためのリソースセンター
• AWS ブログ
• AWS クラウド コンプライアンス
• AWS ディスカッションフォーラム
• AWS ドキュメント
• AWS オンラインテックトーク
• AWS イベントとオンラインセミナー
• AWS ナレッジセンター
• AWS Support
• AWS トレーニング と認定
• AWS Well-Architected ラボ、
• Amazon Builders’ Library
• 公式 AWS ポッドキャストを通じて幅広い有益な教材を共有しています。.

OPS03-BP07 チームに適正なリソースを提供する
チームメンバーのキャパシティを維持し、ワークロードのニーズを満たすツールとリソースを提供しま
す。チームメンバーに過剰な負荷がかかることは、人為的ミスに起因するインシデントのリスクを高めま
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OPS03-BP08 チーム内やチーム間でさ
まざまな意見が推奨され、求められる

す。ツールやリソースへの投資 (頻繁に実行されるアクティビティのオートメーションなど) によって、
チームの有効性を高め、より多くの活動をサポートすることを可能にします。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• チームに適正なリソースを提供する: チームの成功、および成功または失敗の要因を確実に把握します。

チームに適正なリソースを提供してサポートします。
• チームのパフォーマンスを理解する: チームによる業務成果の達成度や アセット開発の成果を測定し

ます。時間の経過とともに成果とエラー率の変化を追跡します。チームと協力して、チームに影響す
る業務に関する課題 (責任の増加、テクノロジーの変化、人員の喪失、サポート対象の顧客の増加な
ど) を理解します。

• チームのパフォーマンスへの影響を理解する: チームと常に関わり、彼らがどのような状態にあるの
か、また彼らに影響を与える外的要因があるのかを理解します。チームが外部要因の影響を受けた場
合、目標を再評価し、必要に応じてターゲットを調整します。チームの進行を妨げている障害を特定
します。チームのために障害に対処し、不要な負担を取り除きます。

• チームの成功に必要なリソースを提供する: リソースが適切かどうか、追加リソースが必要かどうかを
定期的に検証し、チームをサポートするために適切な調整を行います。

OPS03-BP08 チーム内やチーム間でさまざまな意見が
推奨され、求められる
組織間の多様性を活用して、複数のユニークな視点を追求します。この視点を使用して、イノベーション
を高め、想定に挑み、確証バイアスに傾くリスクを軽減します。チーム内のインクルージョン、多様性、
アクセシビリティを向上させ、有益な視点を得ます。

組織文化は、チームメンバーのジョブに対する満足度と定着率に直接影響します。チームメンバーのやる
気と能力を引き出して、ビジネスの成功につなげます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 多様な意見や視点を求める: すべてのメンバーからの貢献を求めます。立場の弱いグループの意見に耳を

傾けます。ミーティングでは、役割と責任の割り当てを定期的に変更します。
• 役割と責任を拡張する: チームメンバーが通常引き受けることのないであろう役割を引き受ける機会

を提供します。その役割から、そして、通常はやり取りしない新しいチームメンバーとのやり取りか
ら、経験や視点を得ることができます。また自分の経験と視点を、やり取りをする新しい役割やチー
ムメンバーにもたらします。視点が増えるにつれて、追加のビジネスの機会が得られたり、改善のた
めの新しい機会が見出されたりすることがあります。チーム内のメンバーに、他のメンバーが通常実
行する一般的なタスクを交替で担当してもらい、当該タスクの実行の需要と影響を理解してもらいま
す。

• 安全で温かい環境を提供する: 組織内のチームメンバーの精神的および物理的な安全を確保するポリ
シーと統制を備えます。チームメンバーは、報復を恐れずにやり取りできる必要があります。チー
ムメンバーが安心し、温かい気持ちになると、当事者意識が高まり、生産性が向上する可能性が高く
なります。組織がより多様になるほど、顧客を含め、サポートする人々に対する理解が深まります。
チームのメンバーが快適で、自由に話し、自分の話を聞いてもらえることを確信すると、自らの貴重
な洞察 (マーケティングの機会、アクセシビリティのニーズ、未開拓の市場セグメント、環境内の認
識されていないリスクなど) を共有する可能性が高まります。

• チームメンバーが完全に参加できるようにする: 従業員がすべての業務関連活動に完全に参加するた
めに必要なリソースを提供します。日々の課題に直面するチームメンバーは、それを回避するための
スキルを身に付けています。これらの独自に開発したスキルは、組織に大きなメリットをもたらしま
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OPS03-BP08 チーム内やチーム間でさ
まざまな意見が推奨され、求められる

す。チームメンバーに必要な配慮をしてサポートすることで、貢献から得られるメリットが大きくな
ります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
テレメトリを設計する

準備
運用上の優秀性を準備するには、ワークロードと期待される動作を理解する必要があります。そうするこ
とでワークロードの状況を把握し、ワークロードをサポートする手順を構築するように設計できます。

運用上の優秀性に備えるには、以下を実行する必要があります。

トピック
• テレメトリを設計する (p. 37)
• 運用のための設計 (p. 48)
• デプロイのリスクを緩和する (p. 61)
• 運用準備状況と変更管理 (p. 68)

テレメトリを設計する
ワークロードを設計する際には、可観測性と問題調査への対応においてすべてのコンポーネントにわたっ
て内部状態 (メトリクス、ログ、イベント、トレースなど) を理解するために必要な情報が送出されるよう
にします。ワークロードの稼働状態を監視し、結果にリスクがあった場合にそれを特定し、効果的な対応
を可能にするために必要なテレメトリの開発を繰り返します。

AWS ではアプリケーションとワークロードコンポーネントからログ、メトリクス、イベントを送出して収
集し、内部的な状況と稼働状態を把握できます。分散トレースを統合して、ワークロードを通過するリク
エストを追跡できます。このデータを使用して、アプリケーションと基盤となるコンポーネントがどのよ
うに相互作用するかを理解し、問題とパフォーマンスを分析します。

ワークロードを計測する際は、フィルターを使用して時間の経過とともに最も有用な情報を選択できるの
で、状況認識を可能にする幅広い情報 (状態の変化、ユーザーのアクティビティ、権限アクセス、使用量
のカウンターなど) を取得します。

ベストプラクティス
• OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する (p. 37)
• OPS04-BP02 ワークロードテレメトリーを実装して設定する (p. 40)
• OPS04-BP03 ユーザーアクティビティテレメトリーを実装する (p. 42)
• OPS04-BP04 依存関係のテレメトリーを実装する (p. 44)
• OPS04-BP05 トランザクショントレーサビリティを実装する (p. 46)

OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装す
る
アプリケーションテレメトリーは、ワークロードの可観測性の基盤です。アプリケーションは、アプリ
ケーションの状態やビジネス成果の達成に関するインサイトを提供するテレメトリーを送信する必要があ
ります。トラブルシューティングから新しい機能の効果測定に至るまで、アプリケーションテレメトリー
を使用することで、ワークロードの構築、運用、展開方法に関する情報を得ることができます。

アプリケーションテレメトリーは、メトリクスとログで構成されます。メトリクスは、脈や体温などの診
断情報を指します。複数のメトリクスを使用することで、アプリケーションの状態を知ることができま
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OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する

す。長期間にわたるメトリクスの収集は、ベースラインの開発や異常の検知に役立ちます。ログは、ア
プリケーションの内部の状態や発生したイベントに関してアプリケーションが送信するメッセージです。
記録されるイベントには、エラーコード、トランザクション識別子、ユーザーアクションなどが含まれま
す。

期待される成果:

• アプリケーションは、アプリケーションの状態とビジネス成果の達成に関するメトリクスとログを送信
します。

• ワークロードのすべてのアプリケーションのメトリクスとログは、一元的に保存されます。

一般的なアンチパターン:

• アプリケーションがテレメトリーを送出しない。何か問題が生じたときは、顧客から通知してもらう以
外に方法はありません。

• お客様から、アプリケーションが応答しないと報告されました。テレメトリーを備えておらず、現在の
ユーザーエクスペリエンスを理解するために自らアプリケーションを使用することなく、問題が存在す
ることを確認したり、問題の特徴を把握したりできない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• アプリケーションの状態、ユーザーエクスペリエンス、ビジネス成果の達成を理解できます。
• アプリケーションの状態の変化にすばやく対応できます。
• アプリケーションの状態の傾向を知ることができます。
• アプリケーションの改善に関する情報に基づく意思決定を行えます。
• アプリケーションの問題をすばやく検知して解決できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
アプリケーションテレメトリーを 3 つ手順で実装する: テレメトリーを保存する場所の特定、アプリケー
ションの状態を示すテレメトリーの特定、アプリケーションへのテレメトリー送信機能の追加によって、
アプリケーションテレメトリーを実装します。

お客様事例

AnyCompany Retail はマイクロサービスベースのアーキテクチャを獲得しました。アーキテクチャ設計
プロセスの一環として、この会社は各マイクロサービスの状態を理解するのに役立つアプリケーション
テレメトリーを特定しました。例えば、ユーザーのカートサービスは、カートへの追加、カートの削除、
アイテムがカートに追加されるまでの時間などのイベントに関するテレメトリーを送信します。すべて
のマイクロサービスは、エラー、警告、トランザクション情報を記録します。テレメトリーは Amazon 
CloudWatch に送信され、保存および分析されます。

実装手順

1. 1ワークロード内のアプリケーションテレメトリーを一元保存する場所を特定します。この場所は、テ
レメトリーの収集機能と分析機能の両方をサポートしていなくてはなりません。異常検出と自動インサ
イトが推奨機能です。
a. Amazon CloudWatch はテレメトリー収集、ダッシュボード、分析、およびイベント生成機能を提供

します。
2. 必要なテレメトリーを特定するには、次の質問から始めます。アプリケーションの状態はどうなってい

るか? アプリケーションは、この質問に対してまとめて回答を提示するログやテレメトリーを送信する
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必要があります。既存のアプリケーションテレメトリーを使用してこの質問に答えられない場合、ビジ
ネスおよびエンジニアリングの関係者と協力して、テレメトリー要件の一覧を作成します。
a. 新しいアプリケーションテレメトリーの特定と開発に関しては、AWS アカウント チームに技術的な

アドバイスを求めることができます。
3. 新しいアプリケーションテレメトリーを特定できたら、エンジニアリングのステークホルダーと協力し

て、アプリケーションにテレメトリーの送信機能を追加します。
a. AWS Distro for Open Telemetry は、アプリケーションテレメトリーを収集する API、ライブラリ、

エージェントを提供します。この例は、カスタムメトリクスを使用して JavaScript アプリケーショ
ンの状態を計測する方法を示します。

b. bAWS が提供する可観測性サービスを理解するには、One Observability Workshop を実施するか、担
当の AWS アカウントチームにサポートをリクエストしてください。

c. アプリケーションテレメトリーの詳細については、Amazon Builder’s Library の運用の可視性を高め
るために分散システムを装備するの記事をお読みください。この記事では、Amazon によるアプリ
ケーションの計測方法、およびお客様の計測ガイドラインの開発に Amazon がどのように役立つか
を紹介しています。

実装計画に必要な工数レベル: 高。アプリケーションの計測やテレメトリストレージの一元化には、多大な
投資が必要な場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

the section called “OPS04-BP02 ワークロードテレメトリーを実装して設定する” (p. 40) - アプリケー
ションテレメトリーはワークロードテレメトリーのコンポーネントの 1 つです。ワークロード全体の状態
を理解するには、ワークロードを構成する個別のアプリケーションの状態を理解する必要があります。

the section called “OPS04-BP03 ユーザーアクティビティテレメトリーを実装する” (p. 42) - ユーザーア
クティビティテレメトリーは、アプリケーションテレメトリーのサブセットになることがあります。カー
トへの追加イベント、ストリームのクリック、トランザクションの完了などのユーザーアクティビティ
は、ユーザーエクスペリエンスに関するインサイトを提供します。

the section called “OPS04-BP04 依存関係のテレメトリーを実装する” (p. 44) - 依存関係チェックはア
プリケーションテレメトリーに関連しているため、アプリケーションに追加することができます。アプリ
ケーションが DNS やデータベースなどの外部システムに依存している場合、アプリケーションはアクセ
ス性、タイムアウト、および他のイベントに関するメトリクスとログを送信できます。

the section called “OPS04-BP05 トランザクショントレーサビリティを実装する” (p. 46) - ワークロー
ド全体のトランザクションを追跡するには、各アプリケーションが共有したイベントをどのように処理し
たかについての情報を送信する必要があります。各アプリケーションがこれらのイベントを処理した方法
は、アプリケーションテレメトリーを介して送信されます。

the section called “OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する” (p. 82) - ワークロードメトリ
クスは、ワークロードの状態を示す重要なインジケーターです。主要なアプリケーションメトリクスは、
ワークロードメトリクスの一部です。

関連するドキュメント:

• AWS Builders' Library - 運用の可視性を高めるために分散システムを装備する
• AWS Distro for OpenTelemetry
• AWS Well-Architected 運用上の優秀性の柱のホワイトペーパー - Design Telemetry (テレメトリーの設

計)
• フィルターを使用したログイベントからのメトリクスの作成
• Implementing Logging and Monitoring with Amazon CloudWatch (Amazon CloudWatch を使用したログ

記録とモニタリングの実装)
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• Monitoring application health and performance with AWS Distro for OpenTelemetry (AWS Distro for 
OpenTelemetry を使用したアプリケーションの状態とパフォーマンスのモニタリング)

• New – How to better monitor your custom application metrics using Amazon CloudWatch Agent (新規 - 
Amazon CloudWatch エージェントを使用してカスタムアプリケーションメトリクスをより効果的にモ
ニタリングする方法)

• AWS における可観測性
• シナリオ - CloudWatch へのメトリクスの公開
• 構築の開始 - アプリケーションを効率的にモニタリングする方法
• AWS SDK での CloudWatch の使用

関連動画:

• AWS re:Invent 2021 - Observability the open-source way (re:Invent 2021 - オープンソースの可観測性)
• Collect Metrics and Logs from Amazon EC2 instances with the CloudWatch Agent (CloudWatch エージェ

ントを使用して Amazon EC2 インスタンスからメトリクスとログを収集する)
• How to Easily Setup Application Monitoring for Your AWS Workloads - AWS Online Tech Talks (AWS 

ワークロードのアプリケーションモニタリングを簡単に設定する方法 - AWS オンラインテックトーク)
• Mastering Observability of Your Serverless Applications - AWS Online Tech Talks (サーバーレスアプリ

ケーションの可観測性をマスターする - AWS オンラインテックトーク)
• Open Source Observability with AWS - AWS Virtual Workshop (AWS におけるオープンソースの可観測

性 - AWS 仮想ワークショップ)

関連する例:

• AWS のログ記録およびモニタリングの例に関するリソース
• AWS ソリューション: Amazon CloudWatch モニタリングフレームワーク
• AWS ソリューション: 集中ロギング
• 1 つの可観測性ワークショップ

関連サービス:

• Amazon CloudWatch

OPS04-BP02 ワークロードテレメトリーを実装して設
定する
内部状態や現在のステータスに関する情報 (API 呼び出しのボリューム、HTTP ステータスコード、スケー
リングイベントなど) が送出されるよう、ワークロードを設計および設定します。この情報を使用して、
応答が必要とされるタイミングを特定します。

Amazon CloudWatch などの サービスを を使用して、ワークロードコンポーネントからのログとメトリ
クスを集計します (例: API ログ、 AWS CloudTrail、 AWS Lambda メトリクス、 Amazon VPC フローロ
グ、および その他のサービス)。

一般的なアンチパターン:

• 顧客が、パフォーマンスが低いことについて苦情を申し立てています。アプリケーションに最近の変
更はないため、あなたは、ワークロードコンポーネントに問題があると考えています。あなたは、パ
フォーマンスの低さに影響しているコンポーネントを特定するために分析を行うテレメトリーを備えて
いません。
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• あなたは、アプリケーションにアクセスできません。あなたには、ネットワーキングの問題であるかど
うかを判断するためのテレメトリーがありません。

このベストプラクティスを確立するメリット: ワークロード内で何が起こっているかを理解することで、必
要に応じて対応できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• ログとメトリクステレメトリーを実装する: 内部状態、ステータス、およびビジネス成果の達成に関する

情報が送出されるよう、ワークロードを計測します。この情報を使用して、応答が必要とされるタイミ
ングを特定します。
• Gaining better observability of your VMs with Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks (Amazon 

CloudWatch で VM の可観測性を改善する - AWS オンラインテックトーク)
• Amazon CloudWatch の仕組み
• Amazon CloudWatch とは
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用する
• Amazon CloudWatch Logs とは

• ワークロードテレメトリーを実装して設定する: 内部状態や現在のステータスに関する情報 (API 呼
び出しのボリューム、HTTP ステータスコード、スケーリングイベントなど) が送出されるよう、
ワークロードを設計および設定します。
• Amazon CloudWatch metrics and dimensions reference (Amazon CloudWatch のメトリクスと

ディメンションのリファレンス)
• AWS CloudTrail
• AWS CloudTrail とは
• VPC フローログ

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch ドキュメント
• Amazon CloudWatch metrics and dimensions reference (Amazon CloudWatch のメトリクスとディメン

ションのリファレンス)
• Amazon CloudWatch の仕組み
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用する
• VPC フローログ
• AWS CloudTrail とは
• Amazon CloudWatch Logs とは
• Amazon CloudWatch とは

関連動画:

• Application Performance Management on AWS (AWS でのアプリケーションのパフォーマンスメトリク
ス)

• Gaining Better Observability of Your VMs with Amazon CloudWatch (Amazon CloudWatchで VM の可観
測性を改善する)
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• Gaining better observability of your VMs with Amazon CloudWatch - AWS Online Tech Talks (Amazon 
CloudWatch で VM の可観測性を改善する - AWS オンラインテックトーク)

OPS04-BP03 ユーザーアクティビティテレメトリーを
実装する
ユーザーアクティビティに関する情報が送出されるよう、アプリケーションコードをインストルメント化
します。ユーザーアクティビティの例としては、クリックストリームのほか、開始、放棄、完了済みトラ
ンザクションなどの情報があります。この情報を使用して、アプリケーションの使用方法や使用パターン
を理解したり、応答が必要とされるタイミングを特定したりできます。実際のユーザーアクティビティを
キャプチャすることで、模擬アクティビティを構築して本稼働環境のワークロードのモニターやテストに
使用できます。

期待される成果:

• ワークロードから、すべてのアプリケーションにまたがるユーザーアクティビティに関するテレメトリ
が送信されます。

• 模擬ユーザーアクティビティを活用して、オフピーク時のアプリケーションをモニターできます。

一般的なアンチパターン:

• 開発者は、ユーザーのテレメトリーなしで新しい機能をデプロイした。顧客が当該機能を使用している
かどうかが、顧客に問い合わせない限りわからない。

• フロントエンドアプリケーションのデプロイ後、使用量が増加した。ユーザーアクティビティのテレメ
トリがないため、正確な問題を特定するのが難しい。

• オフピーク時にアプリケーションで問題が発生した。模擬ユーザーアクティビティを構成していなかっ
たため、朝になってユーザーがオンラインになるまで問題に気付かなかった。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 一般的なユーザーパターンや意図しない動作を理解して、アプリケーションの機能をビジネス目標に合
うように最適化できます。

• ユーザー視点でアプリケーションをモニターし、リンクの不具合やクリック応答速度の低下など、ユー
ザーエクスペリエンスに関する問題を検出できます。

• 影響を受けたユーザーが行った手順を追跡することで、問題の根本原因を特定できます。
• 模擬ユーザーアクティビティは、オフピーク時のパフォーマンス低下に対して早期に警告サインを出す

ため、実際のユーザーに影響が出る前に修正アクションを取ることができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
ユーザーアクティビティに関する情報が送出されるよう、アプリケーションコードを設計します。この情
報を使用して、アプリケーションの使用方法や使用パターンを理解したり、応答が必要とされるタイミン
グを特定したりできます。模擬ユーザーアクティビティを利用して、アプリケーションのオフピーク時の
パフォーマンスに関するインサイトを取得します。

お客様事例

AnyCompany Retail は、アプリケーションの複数のレイヤーにユーザーアクティビティテレメトリを実装
しています。フロントエンドテレメトリがマウスの挙動や移動に関するイベントを追跡し、バックエンド
のマイクロサービスが、ユーザーの買い物カゴに商品を追加する、会計するなどのイベントを追跡したテ
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レメトリを送信します。これら両方を合わせてユーザーエクスペリエンスに関する可観測性が提供されま
す。AnyCompany Retail はまた、模擬ユーザーテレメトリを使用して、ワークロードを利用するユーザー
が少ないときに問題を捕捉します。

実装手順

1. ユーザーアクティビティに関するテレメトリ (メトリクス、イベント、ログ、トレース) を送信するよ
うにアプリケーションをインストルメント化します。インストルメント化すると、ユーザーがユーザー
インターフェイスを操作するたびに、フロントエンドコンポーネントが自動的にテレメトリを送信しま
す。バックエンドアプリケーションは、ユーザーイベントとトランザクションのテレメトリを送信しま
す。
a. Amazon CloudWatch RUM を使用して、フロントエンドアプリケーションのエンドユーザーエクス

ペリエンスに関するインサイトを取得できます。
b. AWS Distro for Open Telemetry を使用して、アプリケーションをインストルメント化し、テレメト

リをキャプチャできます。
c. Amazon Pinpoint を使用して、キャンペーンを通したユーザーの行動を分析し、ユーザーエンゲージ

メントに関するインサイトを取得できます。
d. Enterprise Support を利用しているお客様は、テクニカルアカウントマネージャーから、モニタリン

グ戦略の策定ワークショップをリクエストできます。このワークショップは、お客様がワークロード
の可観測性戦略を策定するのを支援します。

2. 模擬ユーザーアクティビティを作成して、アプリケーションをモニターします。模擬ユーザーアクティ
ビティはユーザーアクションをシミュレートし、アプリケーションが正常に動作しているかを検証しま
す。
a. Amazon CloudWatch Synthetics は、canary を使用してユーザーアクティビティをシミュレートでき

ます。

実装計画に必要な工数レベル: 高。アプリケーションを完全にインストルメント化してユーザーアクティビ
ティのテレメトリを収集するには、大規模な開発工数がかかる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する (p. 37) - ユーザーアクティビティテレメト
リを構築するには、アプリケーションテレメトリが必要です。

• OPS04-BP02 ワークロードテレメトリーを実装して設定する (p. 40) - 一部のユーザーアクティビ
ティテレメトリは、ワークロードテレメトリとみなされます。

関連するドキュメント:

• アプリケーションを効率的にモニタリングする方法

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Monitoring production services at Amazon (AWS re:Invent 2020: Amazon における
製造サービスのモニタリング)

• AWS re:Invent 2021 - Optimize applications through end user insights with Amazon CloudWatch RUM
(AWS re:Invent 2021 - Amazon CloudWatch RUM を使用してエンドユーザーインサイトを介しアプリ
ケーションを最適化する)

• Testing and Monitoring APIs on AWS - AWS Online Tech Talks (AWS での API のテストとモニタリング 
- AWS Online Tech Talks)

関連する例:
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• Amazon CloudWatch RUM Web Client
• AWS Distro for Open Telemetry
• Implementing Real User Monitoring of Amplify Application using Amazon CloudWatch RUM (Amazon 

CloudWatch RUM を使用して実際のユーザーのモニタリングを実装し、アプリケーションを増強する)
• 1 つの可観測性ワークショップ

関連サービス:

• Amazon CloudWatch RUM
• Amazon CloudWatch Synthetics
• Amazon Pinpoint

OPS04-BP04 依存関係のテレメトリーを実装する
ワークロードが依存するリソースのステータスに関する情報が送出されるよう、ワークロードを設計およ
び設定します。これらは、ワークロードの外にあるリソースです。外部依存関係の例としては、外部デー
タベース、DNS、ネットワーク接続などがあります。この情報を使用して、対応が必要な場合を判断した
り、ワークロードの状態に関する追加のコンテキストを提供したりします。

期待される成果:

• ワークロードは、外部依存のステータスに関するテレメトリを送信します。
• 依存関係に異常がある場合は通知されます。

一般的なアンチパターン:

• ユーザーがサイトにアクセスできない。DNS の問題であるかどうかを判断するには、手動で DNS プロ
バイダーが動作しているかどうかを確認する必要がある。

• ショッピングカートアプリケーションがトランザクションを完了できない。クレジットカード処理プロ
バイダーの問題であるかどうかを確認するには、そのプロバイダーに連絡する必要がある。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 外部依存関係をモニタリングすると、問題について高度な通知が提供されます。
• 依存関係の正常性を認識できると、トラブルシューティングに役立ちます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
関係者と協力して、ワークロードが依存している外部依存関係を特定します。外部依存関係には、外部
データベース、API、ワークロードと他の環境にあるリソース間のネットワーク接続性などがあります。
モニタリング戦略を策定して、依存関係の正常性を把握し、ステータスが変化するとプロアクティブに警
告します。

お客様事例

AnyCompany Retail の E コマースワークロードは、別の環境にあるデータベースに依存しています。毎
晩、データがデータベースに入力され、E コマースプラットフォームで使用されます。ネットワーク接続
とデータベースのサポートは他のチームが所有しています。E コマースチームは複数の canary アラームを
構成し、ネットワーク接続性が低下したり、データベースにアクセスできなかったり、ジョブが完了でき
なかったりした場合はアラートを発報するようにしました。
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実装手順

1. ワークロードが依存している外部依存関係を特定します。依存関係の正常性または到達可能性を追跡す
るテレメトリを実装します。
a. AWS のお客様は、AWS Health Dashboard を使用して AWS のサービスの正常性をモニターし、正

常性に関するイベントの通知を受け取ることができます。
b. Amazon CloudWatch Synthetics を使用して、API、URL、ウェブサイトコンテンツをモニターできま

す。
2. 依存関係に異常があったりアクセスできない場合は組織に通知するアラートをセットアップします。

a. Enterprise Support を利用しているお客様は、テクニカルアカウントマネージャーから、モニタリン
グ戦略の策定ワークショップをリクエストできます。このワークショップは、お客様がワークロード
の可観測性戦略を策定するのを支援します。

3. 依存関係に異常があった場合に備えて、依存関係の連絡先を特定します。依存関係の所有者への連絡方
法、サービスアグリーメント、エスカレーションプロセスを文書化します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。依存関係テレメトリの実装には、カスタムモニタリングソリューション
の構築が必要になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する (p. 37) - 依存関係モニタリングをアプリ
ケーションテレメトリに構築できます。

関連するドキュメント:

• Monitor your private internal endpoints 24x7 using CloudWatch Synthetics (CloudWatch Synthetics を使
用して、プライベート内部エンドポイントを 24 時間 365 日モニターする)

関連動画:

• AWS re:Invent 2018: Monitor All Your Things: Amazon CloudWatch in Action with BBC (AWS re:Invent 
2018: あらゆるものをモニターする: BBC による Amazon CloudWatch の実践)

• AWS re:Invent 2022 - Developing an observability strategy (AWS re:Invent 2022 - 可観測性戦略の策定)
• AWS re:Invent 2022 - Observability best practices at Amazon (AWS re:Invent 2022 - Amazon における可

観測性のベストプラクティス)

関連する例:

• 1 つの可観測性ワークショップ
• Well-Architected Labs - Dependency Monitoring (Well-Architected ラボ - 依存関係のモニタリング)

関連サービス:

• Amazon CloudWatch Synthetics
• AWS Health
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OPS04-BP05 トランザクショントレーサビリティを実
装する
アプリケーションコードを実装し、イベントを発行するようにワークロードのコンポーネントを設定しま
す。このイベントは、単一の論理演算の結果としてトリガーされ、ワークロードのさまざまな境界を越
えて統合されます。マップを生成して、ワークロードとサービス全体にわたるトレースの流れを確認しま
す。コンポーネント間の関係のインサイトを取得し、問題を特定して分析します。収集した情報を使用し
て、応答が必要とされるタイミングを特定し、問題につながる要素の特定に役立てます。

期待される成果:

• ワークロード全体にわたるトランザクショントレースを収集して、コンポーネント間の関係のインサイ
トを取得できます。

• マップを生成して、ワークロードのトランザクションとイベントの流れをより明確に把握できます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、複数のアカウントにまたがるサーバーレスマイクロサービスアーキテクチャを実装しまし
た。断続的なパフォーマンスの問題が顧客に発生しています。トランザクショントレーサビリティがな
いので、どの機能またはコンポーネントが原因であるかを検出できません。

• ワークロードでパフォーマンスのボトルネックが発生しています。トランザクショントレーサビリティ
がないため、アプリケーションコンポーネント間の関係を確認してボトルネックを特定することができ
ません。

• トレースに使用される識別子はグローバルで一意ではないため、ワークロードの動作分析をすると、ト
レースの競合が発生します。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロード全体のトランザクションフローを理解することで、ワークロードトランザクションの予想
される動作についてのインサイトが得られます。

• ワークロード全体の予想される動作のバリエーションを理解できるため、必要に応じて対応できます。
• トランスアクションを、生成された場所を問わず、一意に生成された識別子によって特定できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
システムコンポーネント全体のトランザクションフローに関する情報を送出するよう、アプリケーション
とワークロードを設計します。トランザクションに含めるべきデータは、グローバルに一意のトランザク
ション ID、トランザクションステージ、アクティブコンポーネント、アクティビティ完了までの時間で
す。この情報を使用して、進行中のもの、完了しているもの、および完了したアクティビティの結果を特
定できます。

お客様事例

AnyCompany Retail では、すべてのトランザクションでグローバルに一意な UUID が生成されています。
この UUID は、トランザクション中にマイクロサービス間で渡されます。UUID は、ユーザーのワーク
ロードとのインタラクション時にトランザクショントレース作成に使用されます。このトレースを使用し
てワークロードトポロジのマップが生成され、ワークロードの問題のトラブルシューティングとパフォー
マンスの向上に使用されます。

実装手順
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS04-BP05 トランザクショ
ントレーサビリティを実装する

1. ワークロードのアプリケーションを計測して、トランザクショントレースを発行します。これを実行す
るには、トランザクションごとに一意の識別子を生成して、アプリケーション間で識別子を渡します。
a. AWS Distro for OpenTelemetry の自動インストルメント化を使用して、アプリケーションコードを変

更する必要なく、既存のアプリケーションにトレースを実装できます。
2. アプリケーショントポロジのマップを生成します。このマップを使用して、パフォーマンスを向上し、

インサイトを取得し、トラブルシューティングに役立てます。
a. AWS X-Ray でワークロード内のアプリケーションのマップを生成できます。

実装計画に必要な工数レベル: 中。トランザクショントレースの実装には、中程度の開発作業が必要になる
場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する (p. 37) - アプリケーションテレメトリーは
トランザクションのトレーサビリティと処理をカバーしており、最初に実装する必要があります。

関連するドキュメント:

• Discover application issues and get notifications with AWS X-Ray Insights (AWS X-Ray Insights を使用し
てアプリケーションの問題を検出し、通知を受け取る)

• How Wealthfront utilizes AWS X-Ray to analyze and debug distributed applications (Wealthfront が AWS 
X-Ray を使用して分散アプリケーションの分析とデバッグを行っている方法)

• AWS Distro for OpenTelemetry の新機能 – トレースのサポートが一般的に利用可能に

関連動画:

• AWS re:Invent 2018: Deep Dive into AWS X-Ray: Monitor Modern Applications (DEV324) (AWS re:Invent 
2018: AWS X-Ray Deep Dive: モダンアプリケーションのモニタリング (DEV324))

• AWS re:Invent 2022 - Building observable applications with OpenTelemetry (BOA310) (AWS re:Invent 
2022 - OpenTelemetry を使用したオブザーバブルなアプリケーションの構築 (BOA310))

• AWS re:Invent 2021 - Observability the open-source way (COP301-R) (AWS re:Invent 2021 - オープン
ソースのオブザーバビリティ)

• Capturing Trace Data with the AWS Distro for OpenTelemetry (AWS Distro for OpenTelemetry を使用し
てトレースデータをキャプチャする)

• Optimize Application Performance with AWS X-Ray(AWS X-Ray を使用してアプリケーションのパ
フォーマンスを最適化する)

関連する例:

• AWS X-Ray Multi API Gateway Tracing Example  (AWS X-Ray の マルチ API ゲートウェイトレースの
例)

関連サービス:

• AWS Distro for OpenTelemetry
• AWS X-Ray
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用のための設計

運用のための設計
リファクタリング、品質についてのすばやいフィードバック、バグ修正を可能にし、本番環境への変更の
フローを改善するアプローチを採用します。これらにより、本番環境に採用される有益な変更を加速さ
せ、デプロイされた問題を制限できます。またデプロイアクティビティを通じて挿入された問題をすばや
く特定し、修復できます。

AWS では、ワークロード全体 (アプリケーション、インフラストラクチャ、ポリシー、ガバナンス、運用) 
をコードとして表示できます。すべてコードで定義し、更新できます。つまり、スタックのすべての要素
にアプリケーションコードに使用するのと同じエンジニアリング規律を適用できます。

ベストプラクティス
• OPS05-BP01 バージョン管理を使用する (p. 48)
• OPS05-BP02 変更をテストし、検証する (p. 49)
• OPS05-BP03 設定管理システムを使用する (p. 51)
• OPS05-BP04 構築およびデプロイ管理システムを使用する (p. 53)
• OPS05-BP05 パッチ管理を実行する (p. 54)
• OPS05-BP06 設計標準を共有する (p. 55)
• OPS05-BP07 コード品質の向上のためにプラクティスを実装する (p. 57)
• OPS05-BP08 複数の環境を使用する (p. 59)
• OPS05-BP09 小規模かつ可逆的な変更を頻繁に行う (p. 60)
• OPS05-BP10 統合とデプロイを完全自動化する (p. 60)

OPS05-BP01 バージョン管理を使用する
変更とリリースの追跡を有効にするにはバージョン管理を使用します。

AWS の多くのサービスには、バージョン管理機能が備わっています。リビジョンまたはソース管理システ
ム、例えば AWS CodeCommit コードや他のアーティファクト (インフラストラクチャのバージョン管理さ
れた AWS CloudFormation テンプレートなど) を管理します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、コードを開発し、ワークステーションに保存しました。ワークステーションで回復不可能な
ストレージ障害が発生し、コードが失われました。

• 既存のコードを変更で上書きした後、アプリケーションを再起動すると、操作できなくなりました。あ
なたは、変更を元に戻すことができません。

• あなたは、レポートファイルへの書き込みをロックされており、他の誰かが編集する必要があります。
編集をしようとする者は、タスクを完了できるように、作業を停止するようにあなたに求めています。

• 研究チームは、今後の業務を形作る詳細な分析に取り組んでいます。誰かが誤って買い物リストを最終
レポートに上書きして保存してしまいました。あなたは変更を元に戻すことができず、レポートを再作
成する必要があります。

このベストプラクティスを確立するメリット: バージョン管理機能を使用すると、既知の良好な状態や以前
のバージョンに簡単に戻すことができ、アセットが失われるリスクを低減できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• バージョン管理を使用する: バージョン管理されたレポジトリでアセットを維持します。そうすること

で、変更の追跡、新しいバージョンのデプロイ、既存バージョンへの変更の検出、以前のバージョンの
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP02 変更をテストし、検証する

回復 (障害が発生する場合に、その前の良好な状態に戻すなど) をサポートします。構成管理システムの
バージョン管理機能を手順に統合します。
• AWS CodeCommit の紹介
• AWS CodeCommit とは

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeCommit とは

関連動画:

• AWS CodeCommit の紹介

OPS05-BP02 変更をテストし、検証する
デプロイされた変更はすべてテストし、本稼働でのエラーを回避する必要があります。このベストプラク
ティスは、バージョンコントロールからアーティファクトビルドへの変更をテストすることに重点を置い
ています。テストには、アプリケーションコードの変更に加えて、インフラストラクチャ、設定、セキュ
リティコントロール、運用手順も含める必要があります。テストは、単体テストからソフトウェアコン
ポーネント分析 (SCA) まで、さまざまな形態があります。ソフトウェアの統合および配信プロセスでテス
トをさらに早めると、アーティファクト品質の確実性が増します。

組織はすべてのソフトウェアアーティファクトにおいてテスト基準を作成する必要があります。テストを
自動化すると、手間を軽減し、手動テストによるエラーを回避できます。手動テストが必要な場合もあり
ます。開発者は自動テストの結果を確認して、ソフトウェアの品質を向上させるフィードバックループを
作成する必要があります。

期待される成果:

• ソフトウェアの変更は、配信前にすべてテストされる。
• 開発者はテスト結果を利用できる。
• 組織に、すべてのソフトウェア変更に適用されるテスト基準がある。

一般的なアンチパターン:

• ソフトウェアの新しい変更を、テストせずにデプロイする。本稼働で実行に失敗し、その結果サービス
が停止する。

• 新しいセキュリティグループが、本番前環境でのテストをせずに AWS CloudFormation にデプロイされ
る。そのセキュリティグループによって、ユーザーがアプリにアクセスできなくなる。

• メソッドが変更されたが単体テストがなかった。本稼働にデプロイされた際にソフトウェアが失敗し
た。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ソフトウェアのデプロイにおける変更失敗率が軽減されます。
• ソフトウェアの品質が向上します。
• 開発者のコードの成立性に対する意識が上がります。
• セキュリティポリシーを確信を持ってロールアウトし、組織のコンプライアンスをサポートできます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP02 変更をテストし、検証する

• 自動スケーリングポリシーの更新などインフラストラクチャの変更を事前にテストし、トラフィックの
ニーズを満たすことができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
継続的統合の実践の一部として、アプリケーションコードからインフラストラクチャまで、すべての変
更に対してテストを行います。テスト結果は、開発者が迅速にフィードバックを得られるように公開しま
す。組織に、すべてのソフトウェア変更に適用されるテスト基準を備えます。

お客様事例

AnyCompany Retail は、継続的な統合パイプラインの一部として、すべてのソフトウェアアーティファ
クトに対して複数種類のテストを実行しています。テスト駆動開発を実践しているため、すべてのソフト
ウェアに単体テストがあります。アーティファクトがビルドされると、エンドツーエンドのテストが実行
されます。1 ラウンド目のテストが完了すると、静的アプリケーションセキュリティスキャンを実行し、
既知の脆弱性を探します。開発者は、各テストに合格するたびにメッセージを受け取ります。すべてのテ
ストが完了すると、ソフトウェアアーティファクトはアーティファクトリポジトリに保存されます。

実装手順

1. 組織の関係者と協力して、ソフトウェアアーティファクトのテスト基準を作成します。すべてのアー
ティファクトが合格しなければならない基準のテストとは何でしょうか? テスト範囲に含める必要があ
るコンプライアンスやガバナンスの要件はありますか? コード品質テストを実施する必要がありますか? 
テストが完了した際に通知が必要なのは誰ですか?
a. AWS デプロイパイプラインリファレンスアーキテクチャには、統合パイプラインの一部としてソフ

トウェアアーティファクトに対して実行できる、テストの種類の信頼できるリストが含まれていま
す。

2. ソフトウェアテスト基準に基づいて必要なテストを行い、アプリケーションを計測します。テストの各
セットは 10 分以内に完了する必要があります。テストは統合パイプラインの一部として実行する必要
があります。
a. Amazon CodeGuru Reviewer では、アプリケーションコードをテストして欠陥を検出できます。
b. AWS CodeBuild を使用して、ソフトウェアアーティファクトに対しテストを実施できます。
c. AWS CodePipeline は、ソフトウェアテストをパイプラインに組み込むことができます。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS05-BP01 バージョン管理を使用する (p. 48) - すべてのソフトウェアアーティファクトはバー
ジョン管理されたリポジトリにバックアップされる必要があります。

• OPS05-BP06 設計標準を共有する (p. 55) - 組織のソフトウェアテスト基準によって、設計基準がわ
かります。

• OPS05-BP10 統合とデプロイを完全自動化する (p. 60) - ソフトウェアテストは、より大きな統合お
よびデプロイパイプラインの一部として、自動で実行する必要があります。

関連するドキュメント:

• Adopt a test-driven development approach (テスト駆動の開発アプローチを導入する)
• Automated AWS CloudFormation Testing Pipeline with TaskCat and CodePipeline (TaskCat と 

CodePipeline を使用した自動 CloudFormation テストパイプライン)
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP03 設定管理システムを使用する

• Building end-to-end AWS DevSecOps CI/CD pipeline with open source SCA, SAST, and DAST tools
(オープンソースの SCA、SAST、DAST ツールを使用してエンドツーエンドの AWS DevSecOps CI/CD 
パイプラインを構築する)

• Getting started with testing serverless applications (サーバーレスアプリケーションのテストを開始する)
• My CI/CD pipeline is my release captain  (CI/CD パイプラインが自分のリリースキャプテン)
• 「AWS における継続的インテグレーションと継続的デリバリーの実践」ホワイトペーパー

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Testable infrastructure: Integration testing on AWS(re:Invent 2020: テスト可能なイ
ンフラストラクチャ: AWS での統合テスト)

• AWS Summit ANZ 2021 - Driving a test-first strategy with CDK and test driven development (Summit 
ANZ 2021 - CDK とテスト駆動開発でテストファースト戦略を獲得する)

• Testing Your Infrastructure as Code with AWS CDK (AWS CDK で Infrastructure as Code をテストする)

関連リソース:

• AWS デプロイパイプラインリファレンスアーキテクチャ - アプリケーション
• AWS Kubernetes DevSecOps パイプライン
• Policy as Code Workshop – Test Driven Development (Policy as Code ワークショップ - テスト駆動開発)
• Run unit tests for a Node.js application from GitHub by using AWS CodeBuild(AWS CodeBuild を使用し

て GitHub から Node.js アプリケーションの単体テストを実行する)
• Use Serverspec for test-driven development of infrastructure code (インフラストラクチャコードのデー

タ駆動開発に Serverspec を使用する)

関連サービス:

• Amazon CodeGuru Reviewer
• AWS CodeBuild
• AWS CodePipeline

OPS05-BP03 設定管理システムを使用する
設定を変更し、変更を追跡記録するには、構成管理システムを使用します。これらのシステムは、手動プ
ロセスによって発生するエラーと、変更を導入する労力を減らします。

静的な構成管理では、ライフタイムを通じて一貫性を維持することが期待されるリソースの初期化時に
値を設定します。このケースの例として、インスタンス上のアプリケーションサーバーまたはウェブサー
バー用の構成を設定する場合や、 AWS Management Console 内または AWS CLI を介して AWS サービス
の構成を定義する場合が挙げられます。

動的な構成管理では、ライフタイムを通じて変化する、または変化することが予測されるリソースの初期
化時に値を設定します。例えば、構成変更を介してコードの機能を有効にするように機能トグルを設定し
たり、インシデント発生時にログの詳細レベルを変更してより多くのデータを取得し、インシデント終了
時に詳細レベルを元に戻して不要なログや負荷を減らしたりすることができます。

インスタンス、コンテナ、サーバーレス機能、またはデバイスで実行されているアプリケーションで動的
な構成を使用している場合、 AWS AppConfig を使用して 環境全体での管理と実装を行うことができま
す。

AWS では、 AWS Config を使用して アカウントおよびリージョン全体の AWS リソース構成を 継続的
にモニタリングできます。そうすることで、構成履歴の追跡、構成変化の他のリソースへの影響、 AWS 
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP03 設定管理システムを使用する

Config Rules および AWS Config コンフォーマンスパックを使用した期待される、または望まれる設定と
の比較監査を行えます。

AWS では、以下のサービスを使用して、継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプ
ラインを構築できます。 AWS デベロッパーツール (例: AWS CodeCommit、 AWS CodeBuild、 AWS 
CodePipeline、 AWS CodeDeploy、および AWS CodeStar)。

変更カレンダーを用意して、変更の実施によって影響を受ける可能性のある重要なビジネスや運用上の活
動やイベントが計画されている時期を追跡します。アクティビティを調整して、これらの計画に関するリ
スクを管理します。 AWS Systems Manager 変更カレンダー は、変更に対して時間ブロックがオープン
であるかクローズであるか、およびその理由を文書化し、 その情報を他の  AWS アカウント と共有しま
す。AWS Systems Manager Automation スクリプトは、カレンダーの変化に沿って実行されるように設定
できます。

AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウは、 AWS SSM Run Command または Automation スク
リプト、AWS Lambda 呼び出し、または AWS Step Functions アクティビティの実行を指定した時間にス
ケジュールできます。これらのアクティビティを評価に含めることができるように、変更カレンダー上で
印を付けます。

一般的なアンチパターン:

• あなたがフリート全体でウェブサーバー設定を手動で更新したところ、更新エラーのために多数のサー
バーが応答しなくなりました。

• あなたは、何時間もかけて、アプリケーションサーバーフリートを手動で更新します。変更中の設定の
不整合が、予期しない動作を引き起こします。

• 誰かがセキュリティグループを更新したため、ウェブサーバーにアクセスできなくなりました。変更内
容を把握しなければ、問題の調査にかなりの時間を費やすことになり、復旧までより長くの時間を要す
ることになります。

このベストプラクティスを活用するメリット: 設定管理システムを採用することで、変更やその追跡の労力
のレベルと、手動の手順に起因するエラーの頻度を軽減できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 設定管理システムを使用する: 設定管理システムを使用して、変更を追跡、実装し、手動プロセスによっ

て発生するエラーと労力を減らすことができます。
• インフラストラクチャ設定管理
• AWS Config
• AWS Config とは
• AWS CloudFormation の紹介
• AWS CloudFormation とは
• AWS OpsWorks
• AWS OpsWorks とは
• AWS Elastic Beanstalk の紹介
• AWS Elastic Beanstalk とは

リソース
関連するドキュメント:

• AWS AppConfig
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP04 構築およびデプロイ管理システムを使用する

• AWS デベロッパーツール
• AWS OpsWorks
• AWS Systems Manager 変更カレンダー
• AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウ
• インフラストラクチャ設定管理
• AWS CloudFormation とは
• AWS Config とは
• AWS Elastic Beanstalk とは
• AWS OpsWorks とは

関連動画:

• AWS CloudFormation の紹介
• AWS Elastic Beanstalk の紹介

OPS05-BP04 構築およびデプロイ管理システムを使用
する
構築およびデプロイ管理システムを使用します。これらのシステムは、手動プロセスによって発生するエ
ラーと、変更を導入する労力を減らします。

AWS では、以下のサービスを使用して、継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイプ
ラインを構築できます。 AWS デベロッパーツール (例: AWS CodeCommit、 AWS CodeBuild、 AWS 
CodePipeline、 AWS CodeDeploy、および AWS CodeStar)。

一般的なアンチパターン:

• 開発システムでコードをコンパイルした後、あなたは、実行可能ファイルを本稼働システムにコピー
し、起動に失敗します。ローカルログファイルは、依存関係がないために失敗したことを示していま
す。

• あなたは、開発環境で新機能を使用してアプリケーションを正常に構築し、品質保証 (QA) にコードを
提供します。静的アセットがないため、QA が失敗します。

• 金曜日に、多くの労力をかけて、開発環境でアプリケーションを手動で構築することができました。こ
れには、新しくコード化された機能も含まれます。月曜日に、あなたは、アプリケーションを正常に構
築することを可能にするステップを繰り返すことができません。

• あなたは、新しいリリース用に作成したテストを実行します。その後、あなたは、翌週いっぱいをかけ
て、テスト環境をセットアップし、すべての既存の統合テストを実行してから、パフォーマンステスト
を実行します。新しいコードには許容できないパフォーマンスへの影響があり、再開発してから再テス
トする必要があります。

このベストプラクティスを活用するメリット: ビルドとデプロイのアクティビティを管理するメカニズムを
提供することで、反復的なタスクを実行するための労力の程度を減らし、チームメンバーは高価値のクリ
エイティブなタスクに専念し、手動の手順によるエラーの発生を抑制できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 構築およびデプロイ管理システムを使用する: ビルドおよびデプロイ管理システムを使用して、変更を追

跡、実装し、手動プロセスによって発生するエラーと労力を減らすことができます。構築、テスト、デ
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP05 パッチ管理を実行する

プロイ、検証を通じたコードのチェックインから統合とデプロイのパイプラインを完全自動化します。
これにより、リードタイムを削減し、変更の頻度を増やすことが可能になり、それにかかわる労力のレ
ベルを減らすことができます。
• AWS CodeBuild とは
• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用の CI/CD
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ
• AWS CodeDeploy とは

リソース
関連するドキュメント:

• AWS デベロッパーツール
• AWS CodeBuild とは
• AWS CodeDeploy とは

関連動画:

• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ
• Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用の CI/CD

OPS05-BP05 パッチ管理を実行する
パッチ管理を実行し、問題を解決して、ガバナンスに準拠するようにします。パッチ管理の自動化によ
り、手動プロセスによって発生するエラーと、パッチにかかる労力を減らすことができます。

パッチと脆弱性の管理は、メリットとリスクを管理するアクティビティの一環です。不変のインフラスト
ラクチャを使用し、検証済みの正常な状態でワークロードをデプロイすることが推奨されます。これが不
可能な場合は、残りのオプションとしてパッチの適用があります。

マシンイメージ、コンテナイメージ、または Lambda カスタムランタイムと追加ライブラリを更新して
脆弱性を取り除くことは、パッチ管理の一環です。Linux または Windows Server イメージの Amazon マ
シンイメージ  (AMI) への更新については、 EC2 Image Builderを使用して管理する必要があります。既存
のパイプラインに Amazon Elastic Container Registry  を使用して、 Amazon ECS イメージの管理 および
Amazon EKS イメージの管理ができます。AWS Lambda には、 バージョン 管理機能が含まれます。

最初に安全な環境でテストを実施していない状態で、パッチを本番環境のシステムに適用しないでくださ
い。パッチは運用上またはビジネス上の成果に対応している場合にのみ適用してください。AWS では、
AWS Systems Manager パッチマネージャーを使用して 管理対象システムにパッチを適用するプロセスを
自動化し、 AWS Systems Manager メンテナンスウィンドウを使用してアクティビティをスケジューリン
グします。

一般的なアンチパターン:

• あなたには、すべての新しいセキュリティパッチを 2 時間以内に適用するために権限が付与されまし
た。その結果、アプリケーションにパッチとの互換性がないため、複数の機能停止が発生しました。

• パッチが適用されていないライブラリは、不明な関係者がライブラリ内の脆弱性を使用してワークロー
ドにアクセスするため、意図しない結果をもたらします。

• あなたは、開発者に通知することなく、自動的に開発者環境にパッチを適用します。あなたには、開発
者から、環境が想定どおりに動作しなくなったという苦情が複数寄せられます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP06 設計標準を共有する

• あなたは、永続的なインスタンスの商用オフザシェルフのセルフソフトウェアにパッチを適用していま
せん。ソフトウェアに問題があり、ベンダーに連絡すると、ベンダーから、バージョンがサポートされ
ておらず、サポートを受けるためには、特定のレベルにパッチを適用する必要があることが伝えられま
す。

• あなたが使用した暗号化ソフトウェアの最近リリースされたパッチにより、パフォーマンスが大幅に
向上します。パッチが適用されていないあなたのシステムには、パッチを適用しない結果として、パ
フォーマンスの問題が残存しています。

このベストプラクティスを活用するメリット: パッチ適用の基準や環境全体への配布方法など、パッチ管理
プロセスを確立することで、それらの利点を実現し、影響を制御することができます。これにより、必要
な機能と能力の導入、問題の除去、ガバナンスの継続的な遵守が可能になります。パッチ管理システムと
自動化を実装して、パッチをデプロイする労力を軽減し、手動プロセスに起因するエラーの発生を抑制し
ます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• パッチ管理: 問題の修正、希望する機能や能力の取得、ガバナンスポリシーやベンダーのサポート要件へ

の準拠継続を行うためにはシステムをパッチします。変更不可能なシステムでは、必要な成果を達成す
るために適切なパッチを使用してデプロイします。パッチ管理メカニズムの自動化により、パッチの経
過時間、手動プロセスによって発生するエラーと、パッチにかかわる労力を減らすことができます。
• AWS Systems Manager パッチマネージャーを使用して

リソース
関連するドキュメント:

• AWS デベロッパーツール
• AWS Systems Manager パッチマネージャー

関連動画:

• AWS のサーバーレスアプリケーション用の CI/CD
• Ops を考慮に入れて設計する

関連する例:
• Well-Architected ラボ - インベントリおよびパッチ管理

OPS05-BP06 設計標準を共有する
チーム全体でベストプラクティスを共有し、デプロイ作業における利点の認識を高め、それを最大限にし
ます。標準を文書化し、アーキテクチャの進化に応じて最新の内容となるよう維持します。組織内で共
有された標準が適用されている場合、標準の追加、変更、例外を申請するメカニズムを持つことは重要で
す。このオプションがなければ、標準はイノベーションの障壁になります。

期待される成果:

• 設計標準が組織のチーム間で共有されています。
• 設計標準が文書化され、ベストプラクティスの進化に合わせて最新の内容に維持されています。

一般的なアンチパターン:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS05-BP06 設計標準を共有する

• 2 つの開発チームがそれぞれ独自のユーザー認証サービスを作成しました。ユーザーは、アクセスする
システムの各部分について、個別の一連の認証情報を維持する必要があります。

• 両チームは独自のインフラストラクチャを管理しています。新しいコンプライアンス要件により、イン
フラストラクチャの変更が必要になり、両チームは別々の方法で新たな要件を実装します。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 共有の標準を使用すると、ベストプラクティスの採用に役立ち、開発作業の利点の最大化につながりま
す。

• 設計標準を文書化して更新することにより、組織はベストプラクティス、セキュリティ、コンプライア
ンス要件を最新の内容に維持することができます。

このベストプラクティスを確立しない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
既存のベストプラクティス、設計標準、チェックリスト、業務手順、ガイダンス、ガバナンス要件をチー
ム間で共有します。改善とイノベーションを支援するために、設計標準の変更、追加、例外を申請する手
順を設けます。公開されたコンテンツについてチームに周知させます。新しいベストプラクティスの登場
に合わせて設計標準を最新の内容に維持するメカニズムを設けます。

お客様事例

AnyCompany Retail には、ソフトウェアアーキテクチャのパターンを作成する機能横断的なアーキテク
チャチームがあります。このチームでは、コンプライアンスとガバナンスを組み込んだアーキテクチャを
構築しています。この共有標準を採用するチームは、コンプライアンスとガバナンスが組み込み済みであ
るという利点が得られ、この設計標準を基盤に迅速に構築できます。このアーキテクチャチームは四半期
ごとのミーティングでアーキテクチャのパターンを検討し、必要に応じて更新します。

実装手順

1. 設計標準の開発と更新を担当する機能横断的なチームを特定します。このチームは、組織全体にわたる
ステークホルダーと協力して、設計標準、チェックリスト、業務手順、ガイダンス、ガバナンス要件を
開発し、設計標準を文書化して、組織内で共有します。
a. AWS Service Catalog を使用すると、IaC (Infrastructure as Code) を使用して設計標準を提示する

ポートフォリオを作成でき、ポートフォリオをアカウント間で共有できます。
2. 新しいベストプラクティスが特定されると、設計標準を最新の内容に維持するメカニズムを施行しま

す。
3. 設計標準が一元的に施行されていれば、変更、更新、例外を申請するプロセスを設けます。

実装計画に必要な工数レベル: 中。設計標準を作成して共有するプロセスを開発するには、組織全体のス
テークホルダーとの調整と協力が必要です。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する (p. 6) - ガバナンス要件は設計標準に影響を及ぼします。
• OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する (p. 8) - コンプライアンスは設計標準作成の際に重要な

情報を提供します。
• OPS07-BP02 運用準備状況の継続的な確認を実現する (p. 69) - 運用準備状況チェックリストは、

ワークロード設計時に設計標準を実装するメカニズムです。
• OPS11-BP01 継続的改善のプロセスを用意する (p. 111) - 設計標準の更新は継続的改善の一環です。
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のためにプラクティスを実装する

• OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する (p. 116) - ナレッジ管理プラクティスの一環として、設計標準
を文書化して共有します。

関連するドキュメント:

• Automate AWS Backups with AWS Service Catalog(AWS Service Catalog を使用して AWS Backup を自
動化する)

• AWS Service Catalog Account Factory-Enhanced (AWS Service Catalog Account Factory の機能を拡張)
• How Expedia Group built Database as a Service (DBaaS) offering using AWS Service Catalog (Expedia 

Group が AWS Service Catalog を使用してDatabase as a Service (DBaaS) サービスを構築した方法)
• Maintain visibility over the use of cloud architecture patterns (クラウドアーキテクチャパターンの使用に

関する可視性を維持する)
• Simplify sharing your AWS Service Catalog portfolios in an AWS Organizations setup  (AWS 

Organizations を設定して AWS Service Catalog のポートフォリオの共有を簡素化する)

関連動画:

• AWS Service Catalog – Getting Started (AWS Service Catalog - 開始方法)
• AWS re:Invent 2020: Manage your AWS Service Catalog portfolios like an expert  (AWS re:Invent 2020: 

エキスパートに学ぶ AWS Service Catalog ポートフォリオの管理)

関連する例:

• AWS Service Catalog Reference Architecture (AWS Service Catalog リファレンスアーキテクチャ)
• AWS Service Catalog ワークショップ

関連サービス:

• AWS Service Catalog

OPS05-BP07 コード品質の向上のためにプラクティス
を実装する
コード品質の向上のためにプラクティスを実装し、欠陥を最小限に抑えます。例としては、テスト駆動型
デプロイ、コードレビュー、標準の導入、ペアプログラミングなどがあります。このようなプラクティス
を継続的インテグレーションと継続的デリバリープロセスに組み込みます。

期待される成果:

• 組織はコードレビューやペアプログラミングなどのベストプラクティスを使用し、コード品質が向上し
ます。

• デベロッパーとオペレーション担当者は、ソフトウェア開発ライフサイクルの一環として、コード品質
のベストプラクティスを採用しています。

一般的なアンチパターン:

• コードレビューを行わずに、アプリケーションの主幹にコードをコミットしています。変更が自動的に
本番環境にデプロイされ、アプリケーションの停止が発生します。

• 新しいアプリケーションの開発が、ユニットテスト、エンドツーエンドテスト、または統合テストなし
で行われています。デプロイする前にアプリケーションをテストする方法がありません。
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OPS05-BP07 コード品質の向上
のためにプラクティスを実装する

• エラーの対応には、本番環境でチームが手動の変更を加えています。テストやコードレビューを行わな
わずに変更を加えており、継続的インテグレーションと継続的デリバリープロセスを介して変更がキャ
プチャされたりログに記録されたりしていません。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• コードの品質を向上させるためのプラクティスを採用することは、本稼働環境に発生する問題を最小限
に抑えることに役立ちます。

• ペアプログラミングやコードレビューなどのベストプラクティスを使用すると、コード品質が向上しま
す。

このベストプラクティスを確立しない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
プラクティスを実装して、コード品質を向上し、デプロイする前にエラーを最低限に抑えます。テスト駆
動開発、コードレビュー、ペアプログラミングなどのプラクティスを採用して、開発の質を向上します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、コード品質の向上のためにいくつかのプラクティスを採用しており、アプリ
ケーションのコーディング基準として、テスト駆動開発を採用しています。新しい機能には、スプリント
中にデベロッパーが協力してペアプログラミングを行うことを予定しているものもあります。すべてのプ
ルリクエストは、インテグレーションとデプロイ前に、シニアデベロッパーによるコードレビューを受け
ます。

実装手順

1. テスト駆動型開発、コードレビュー、ペアプログラミングなどのコード品質プラクティスを、継続的イ
ンテグレーションと継続的デリバリープロセスに採用します。このような手法を使用して、ソフトウェ
アの品質を向上させます。
a. Amazon CodeGuru Reviewer は、機械学習を利用した Java と Python コードのプログラミングにつ

いてのレコメンデーションを提供します。
b. AWS Cloud9 を使用して共有開発環境を作成すると、コードの共同開発ができます。

実装計画に必要な工数レベル: 中。ベストプラクティスを実施する方法は数多くありますが、組織全体での
導入が難しい場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS05-BP06 設計標準を共有する (p. 55) - コード品質プラクティスの一環として、設計標準を共有
できます。

関連するドキュメント:

• Agile Software Guide (アジャイルソフトウェアガイド)
• My CI/CD pipeline is my release captain (CI/CD パイプラインが自分のリリースキャプテン)
• Automate code reviews with Amazon CodeGuru Reviewer (Amazon CodeGuru Reviewer を使用したコー

ドレビューの自動化)
• Adopt a test-driven development approach (テスト駆動の開発アプローチを導入する)
• How DevFactory builds better applications with Amazon CodeGuru (DevFactory を使用してアプリケー

ション構築を向上する方法)
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• On Pair Programming (ペアプログラミングについて)
• RENGA Inc. automates code reviews with Amazon CodeGuru (RENGA Inc. が Amazon CodeGuru を使

用してコードレビューを自動化)
• The Art of Agile Development: Test-Driven Development (アジャイル開発の技術: テスト駆動開発)
• Why code reviews matter (and actually save time!) (コードレビューが重要である理由 (そして実際に時間

の節約になる理由))

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Continuous improvement of code quality with Amazon CodeGuru (AWS re:Invent 
2020: Amazon CodeGuru を使用したコード品質の継続的改善)

• AWS Summit ANZ 2021 - Driving a test-first strategy with CDK and test driven development (Summit 
ANZ 2021 - CDK とテスト駆動開発でテストファースト戦略を獲得する)

関連サービス:

• Amazon CodeGuru Reviewer
• Amazon CodeGuru Profiler
• AWS Cloud9

OPS05-BP08 複数の環境を使用する
ワークロードの実験、開発、テストを行うには、複数の環境を使用します。環境が本稼働環境に近づくに
つれて増加するコントロールレベルを使用して、デプロイ時にワークロードが意図したとおりに運用する
ように確信を強化します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、共有開発環境で開発を実行しており、別の開発者があなたのコードの変更を上書きします。
• 共有開発環境の制限的なセキュリティ制御により、あなたは新しいサービスや機能を試すことができま

せん。
• あなたは本稼働用システムで負荷テストを実行し、ユーザーの機能停止を引き起こします。
• データ損失につながる重大なエラーが本稼働環境で発生しました。あなたは、データ損失がどのように

発生したかを特定し、これを再び発生させないようにするため、本稼働環境において、データ損失につ
ながる条件を再現しようとします。テスト中のさらなるデータ損失を防ぐため、あなたは、ユーザーが
アプリケーションを使用できないようにすることを強制されます。

• あなたは、マルチテナントサービスを運用しており、専用環境に対する顧客のリクエストをサポートで
きません。

• あなたは常にテストするわけではありませんが、テストする場合は本稼働環境で行います。
• あなたは、単一環境というシンプルさが、環境内での変更の影響範囲に勝ると考えています。

このベストプラクティスを活用するメリット: 複数の環境をデプロイすることで、開発者やユーザーコミュ
ニティ間で競合を生じさせることなく、複数の同時開発、テスト、本稼働環境をサポートできます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 複数の環境を使用する: 開発者が実験できるように、最小のコントロールのサンドボックス環境を提供し

ます。連携できるように個々の開発環境を提供し、開発の俊敏性を増します。開発者がイノベーション
を試せるように、本番に近い環境でより厳格なコントロールを実装します。コードとしてインフラスト
ラクチャを使用したり、構成管理システムを使用したりして本番環境に存在するコントロールに準拠し
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て設定された環境をデプロイし、システムがデプロイ時に予想どおりに動作することを確認します。環
境を使用しない場合は、オフにして、アイドル状態のリソース (夜間や週末の開発システムなど) に関連
するコストを避けることができます。ロードテストで妥当な結果を有効にする場合、本番に相当する環
境をデプロイします。
• AWS CloudFormation とは
• Amazon EC2 を使用して、AWS Lambda インスタンスを一定の間隔で停止および起動する方法

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon EC2 を使用して、AWS Lambda インスタンスを一定の間隔で停止および起動する方法
• AWS CloudFormation とは

OPS05-BP09 小規模かつ可逆的な変更を頻繁に行う
頻繁に、小さく、可逆的な変更を行うことで、変更の範囲と影響を減らします。これにより、トラブル
シューティングが容易になり、修復がすばやくできるようになります。また変更を元に戻すこともできま
す。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、四半期ごとに、アプリケーションの新しいバージョンをデプロイします。
• あなたは、データベーススキーマに対して頻繁に変更を加えます。
• あなたは、手動のインプレースアップグレードを実行し、既存のインストールと設定を上書きします。

このベストプラクティスを活用するメリット: 小さな変更を頻繁にデプロイすることで、開発にかける労力
から得られる恩恵をすばやく認識できます。変更が小さい場合、意図しない結果が発生するかどうかを識
別することがより容易になります。変更を元に戻すことができる場合、復旧が簡素化されるため、変更を
実装するリスクが低減されます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 小規模で可逆的な変更を頻繁に行う: 頻繁に、小さく、可逆的な変更を行うことで、変更の範囲と影響を

縮小します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、修復がすばやくできるようになりま
す。また変更を元に戻すこともできます。また、ビジネスに価値をもたらす速度も向上します。

OPS05-BP10 統合とデプロイを完全自動化する
ワークロードのビルド、デプロイ、テストを自動化します。これにより、手動プロセスによって発生する
エラーと、変更をデプロイする労力を減らすことができます。

一貫したタグ付け戦略に従って リソースタグ および AWS Resource Groups を使用して メタデータを適
用し、 リソースの識別を可能にします。組織、原価計算、アクセスコントロールのリソースにタグを付
け、自動化された運用アクティビティの実行に的を絞ります。

一般的なアンチパターン:

• 金曜日に、あなたは、機能ブランチ用の新しいコードの作成を完了します。月曜日に、あなたは、コー
ド品質テストスクリプトと各ユニットテストスクリプトを実行した後、予定された次のリリースのため
にコードをチェックインします。
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デプロイのリスクを緩和する

• あなたは、本稼働中の多数の顧客に影響を与える重要な問題の修正コードを記述するように指示されま
す。修正をテストした後、あなたは、コードをコミットし、変更管理部門にメールで本番環境へのデプ
ロイの承認を依頼します。

このベストプラクティスを確立するメリット: 自動化されたビルドおよびデプロイ管理システムを実装する
ことで、手動プロセスにより発生するエラーを削減し、変更をデプロイする労力を減らして、チームメン
バーがビジネス価値の提供に注力できるようにします。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 構築およびデプロイ管理システムを使用する: ビルドおよびデプロイ管理システムを使用して、変更を追

跡、実装し、手動プロセスによって発生するエラーと労力を減らすことができます。構築、テスト、デ
プロイ、検証を通じたコードのチェックインから統合とデプロイのパイプラインを完全自動化します。
これにより、リードタイムを削減し、変更の頻度を増やすことが可能になり、それにかかわる労力のレ
ベルを減らすことができます。
• AWS CodeBuild とは
• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS (Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用

の CI/CD)
• Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services (AWS 

CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ)
• AWS CodeDeploy とは

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeBuild とは
• AWS CodeDeploy とは

関連動画:

• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• Introduction to AWS CodeDeploy - automated software deployment with Amazon Web Services (AWS 

CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ)
• Slalom: CI/CD for serverless applications on AWS (Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用の 

CI/CD)

デプロイのリスクを緩和する
品質に関する迅速なフィードバックを提供し、望ましい結果をもたらさない変更から迅速に復旧できるよ
うにするアプローチを採用します。このような手法を使用すると、変更のデプロイによって生じる問題の
影響を軽減できます。

ワークロードの設計には、デプロイ、更新、運用の方法が含まれている必要があります。欠陥の削減と迅
速かつ安全な修正に対応するエンジニアリングのプラクティスの実装が必要になるでしょう。

ベストプラクティス
• OPS06-BP01 変更の失敗に備える (p. 62)
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OPS06-BP01 変更の失敗に備える

• OPS06-BP02 変更をテストし、検証する (p. 62)
• OPS06-BP03 デプロイ管理システムを使用する (p. 63)
• OPS06-BP04 限定的なデプロイを使用してテストする (p. 64)
• OPS06-BP05 並列環境でデプロイする (p. 65)
• OPS06-BP06 小規模で可逆的な変更を頻繁にデプロイする (p. 66)
• OPS06-BP07 統合とデプロイを完全自動化する (p. 66)
• OPS06-BP08 テストとロールバックを自動化する (p. 67)

OPS06-BP01 変更の失敗に備える
変更が望ましい結果をもたらさない場合に、既知の良好な状態に戻すか、本番環境で修正を行うことを計
画します。この準備を行うことで、迅速な対応によって復旧時間を短縮できます。

一般的なアンチパターン:

• あなたがデプロイを実行したところ、アプリケーションが不安定になりましたが、システムにはアク
ティブなユーザーがいるように見えます。あなたは、変更をロールバックしてアクティブなユーザーに
影響を与えるか、またはユーザーが影響を受ける可能性があることを考慮して変更をロールバックする
のを待つかを判断しなければなりません。

• ルーティンを変更すると、新しい環境はアクセスできますが、サブネットの 1 つにアクセスできなくな
ります。あなたは、すべてをロールバックするか、アクセスできないサブネットを修正するかを判断し
なければなりません。その判断がなされるまでの間、サブネットはアクセスできないままとなります。

このベストプラクティスを活用するメリット: 計画を事前に立てることで、失敗からの平均復旧時間 
(MTTR) を短縮し、エンドユーザーへの影響を抑えることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 変更の失敗に備える: 変更が望ましい結果をもたらさない場合に、既知の良好な状態に戻す (変更をロー

ルバックする) か、本番環境で修正を行う (変更をロールフォワードする) ことを計画します。失敗した
変更をロールバックできないことがわかった場合は、変更をコミットする前にデューデリジェンスを適
用します。

OPS06-BP02 変更をテストし、検証する
あらゆるライフサイクルステージで変更をテストし、その結果を検証することで、新しい機能を確認する
とともに、デプロイの失敗のリスクと影響を最小限に抑えます。

AWS では、実験やテストのリスク、労力、コストを削減するために一時的な並列環境を作成できます。こ
れらの環境のデプロイを AWS CloudFormation を使用して自動化し、一時環境の実装に一貫性を持たせま
す。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、斬新な新機能をアプリケーションにデプロイします。動作しません。理由はわかりません。
• あなたは、証明書を更新します。あなたは、意図せずに、誤ったコンポーネントに証明書をインストー

ルします。理由はわかりません。

このベストプラクティスを活用するメリット: デプロイ後の変更をテストして検証することで、問題を早期
に特定し、顧客への影響を軽減する機会が得られます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS06-BP03 デプロイ管理システムを使用する

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 変更をテストし、検証する: あらゆるライフサイクルステージ (開発、テスト、本番など) で変更をテス

トし、その結果を検証することで、新しい機能を確認するとともに、デプロイの失敗のリスクと影響を
最小限に抑えます。
• AWS Cloud9
• AWS Cloud9 とは
• コードを送信する前に AWS CodeDeploy をローカルでテスト/デバッグする方法

リソース
関連するドキュメント:

• AWS Cloud9
• AWS デベロッパーツール
• コードを送信する前に AWS CodeDeploy をローカルでテスト/デバッグする方法
• AWS Cloud9 とは

OPS06-BP03 デプロイ管理システムを使用する
デプロイ管理システムを使用して変更を追跡および実装します。これにより、手動プロセスによって発生
するエラーと、変更をデプロイする労力を減らすことができます。

AWS では、以下のサービスを使用して、継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) パイ
プラインを構築できます AWS デベロッパーツール (例: AWS CodeCommit、 AWS CodeBuild、 AWS 
CodePipeline、 AWS CodeDeploy、および AWS CodeStar)。

一般的なアンチパターン:

• あなたがフリート全体でアプリケーションサーバーに対して手動で更新をデプロイしたところ、更新エ
ラーのために多数のサーバーが応答しなくなりました。

• あなたは、何時間もかけて、アプリケーションサーバーフリートを手動でデプロイします。変更中の
バージョンの不整合が、予期しない動作を引き起こします。

このベストプラクティスを活用するメリット: デプロイ管理システムを採用することで、変更のデプロイに
かける労力のレベルと、手動の手順に起因するエラーの頻度を軽減できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• デプロイ管理システムを使用する: デプロイ管理システムを使用して変更を追跡および実装します。これ

により、手動プロセスによって発生するエラーと、変更をデプロイする労力が減ります。テスト、デプ
ロイ、検証を通じたコードのチェックインから統合とデプロイのパイプラインを自動化します。これに
より、リードタイムが減り、変更の頻度を増やすことが可能になるとともに、必要な労力がさらに減り
ます。
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ
• AWS CodeDeploy とは
• AWS Elastic Beanstalk とは
• Amazon API Gateway とは
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS06-BP04 限定的なデプロイを使用してテストする

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeDeploy ユーザーガイド
• AWS デベロッパーツール
• AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプロイのサンプルを試す
• AWS CodeDeploy とは
• AWS Elastic Beanstalk とは
• Amazon API Gateway とは

関連動画:

• AWS を使用した高度な継続的デリバリーテクニックの詳細
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ

OPS06-BP04 限定的なデプロイを使用してテストする
完全なデプロイを行う前に、既存のシステムと並行して限定的なデプロイを実施してテストを行い、望ま
しい結果が得られるかどうか確認します。例えば、デプロイ Canary テストまたはワンボックスデプロイ
を使用します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、失敗した変更を一度にすべての本稼働環境にデプロイします。あなたにはわかりません。

このベストプラクティスを確立するメリット: 制限されたデプロイ後の変更をテストして検証することで、
顧客への影響を最小限に抑えながら、問題を早期に特定し、顧客への影響をさらに軽減する機会が得られ
ます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 限定的なデプロイを使用してテストする: 本格的なデプロイの前に、既存のシステムと一緒に限定的にデ

プロイしてテストを行い、期待される結果が得られるかどうかを確認します。例えば、デプロイ Canary 
テストまたはワンボックスデプロイを使用します。
• AWS CodeDeploy ユーザーガイド
• AWS Elastic Beanstalk を使用したブルー/グリーンデプロイ
• API Gateway Canary リリースデプロイの設定
• Try a Sample Blue/Green Deployment in AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプ

ロイのサンプルを試す)
• Working with deployment configurations in AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy でのデプロイ構成の

操作)

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeDeploy ユーザーガイド
• AWS Elastic Beanstalk を使用したブルー/グリーンデプロイ
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS06-BP05 並列環境でデプロイする

• API Gateway Canary リリースデプロイの設定
• Try a Sample Blue/Green Deployment in AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプロ

イのサンプルを試す)
• Working with deployment configurations in AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy でのデプロイ構成の操

作)

OPS06-BP05 並列環境でデプロイする
並列環境に変更を実装し、その後、新しい環境に移行します。デプロイの成功を確認するまで、以前の環
境を維持します。こうすることで、以前の環境へのロールバックが可能になり、復旧時間を最小限に抑え
ることができます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、既存のシステムを変更することにより、変更可能なデプロイを実行します。変更が失敗した
ことを検出した後、あなたは、システムを再度変更して古いバージョンを復元するよう命じられ、これ
により、復旧までの時間がより長くかかります。

• あなたは、メンテナンスウィンドウ中に、古い環境を停止してから、新しい環境の構築を開始します。
この手順には何時間もかかり、あなたは、デプロイに復旧できない問題を検出します。非常に疲れてい
ますが、あなたは、以前のデプロイの手順を探し、古い環境の再構築を開始するように命じられます。

このベストプラクティスを活用するメリット: 並列環境を使用することで、新しい環境を事前にデプロイ
し、必要に応じて環境に移行できます。新しい環境が失敗した場合は、元の環境に戻すことで、すばやく
復旧できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 並列環境でデプロイする: 並列環境に変更を実装し、その後、新しい環境に移行またはカットオーバー

します。デプロイの成功を確認するまで、以前の環境を維持します。こうすることで、以前の環境への
ロールバックが可能になり、復旧時間を最小限に抑えることができます。例えば、ブルー/グリーンデプ
ロイでイミュータブルインフラストラクチャを使用します。
• AWS CodeDeploy でのデプロイ構成の操作
• AWS Elastic Beanstalk を使用したブルー/グリーンデプロイ
• API Gateway Canary リリースデプロイの設定
• AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプロイのサンプルを試す

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeDeploy ユーザーガイド
• AWS Elastic Beanstalk を使用したブルー/グリーンデプロイ
• API Gateway Canary リリースデプロイの設定
• AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプロイのサンプルを試す
• AWS CodeDeploy でのデプロイ構成の操作

関連動画:

• AWS を使用した高度な継続的デリバリーテクニックの詳細
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS06-BP06 小規模で可逆的な変更を頻繁にデプロイする

OPS06-BP06 小規模で可逆的な変更を頻繁にデプロイ
する
小規模で可逆的な変更を頻繁に行うことで、変更の範囲を減らします。これにより、トラブルシューティ
ングが容易になり、修復がすばやくできるようになります。また、変更をロールバックすることもできま
す。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、四半期ごとに、アプリケーションの新しいバージョンをデプロイします。
• あなたは、データベーススキーマに対して頻繁に変更を加えます。
• あなたは、手動のインプレースアップグレードを実行し、既存のインストールと設定を上書きします。

このベストプラクティスを活用するメリット: 小さな変更を頻繁にデプロイすることで、開発にかける労力
から得られる恩恵をすばやく認識できます。変更が小さい場合、意図しない結果が発生するかどうかを識
別することがより容易になります。変更を元に戻すことができる場合、復旧が簡素化されるため、変更を
実装するリスクが低減されます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 小規模で可逆的な変更を頻繁にデプロイする: 頻繁に、小さく、可逆的な変更を使用することで、変更の

範囲を縮小します。これにより、トラブルシューティングが容易になり、修復がすばやくできるように
なります。また、変更をロールバックすることもできます。

OPS06-BP07 統合とデプロイを完全自動化する
ワークロードのビルド、デプロイ、テストを自動化します。これにより、手動プロセスによって発生する
エラーと、変更をデプロイする労力を減らすことができます。

一貫したタグ付け戦略に従って リソースタグ および AWS Resource Groups を使用して メタデータを適
用し、 リソースの識別を可能にします。組織、原価計算、アクセスコントロールのリソースにタグを付
け、自動化された運用アクティビティの実行に的を絞ります。

一般的なアンチパターン:

• 金曜日に、あなたは、機能ブランチ用の新しいコードの作成を完了します。月曜日に、あなたは、コー
ド品質テストスクリプトと各ユニットテストスクリプトを実行した後、予定された次のリリースのため
にコードをチェックインします。

• あなたは、本稼働中の多数の顧客に影響を与える重要な問題の修正コードを記述するように指示されま
す。修正をテストした後、あなたは、コードと E メールの変更管理をコミットして、本稼働環境にデプ
ロイするための承認をリクエストします。

このベストプラクティスを活用するメリット: 自動化されたビルドおよびデプロイ管理システムを実装する
ことで、手動プロセスにより発生するエラーを削減し、変更をデプロイする労力を減らして、チームメン
バーがビジネス価値の提供に注力できるようにします。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 構築およびデプロイ管理システムを使用する: ビルドおよびデプロイ管理システムを使用して、変更を追

跡、実装し、手動プロセスによって発生するエラーと労力を減らすことができます。構築、テスト、デ
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS06-BP08 テストとロールバックを自動化する

プロイ、検証を通じたコードのチェックインから統合とデプロイのパイプラインを完全自動化します。
これにより、リードタイムを削減し、変更の頻度を増やすことが可能になり、それにかかわる労力のレ
ベルを減らすことができます。
• AWS CodeBuild とは
• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用の CI/CD
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ
• AWS CodeDeploy とは
• AWS を使用した高度な継続的デリバリーテクニックの詳細

リソース
関連するドキュメント:

• AWS CodeDeploy でブルー/グリーンデプロイのサンプルを試す
• AWS CodeBuild とは
• AWS CodeDeploy とは

関連動画:

• ソフトウェア開発のための継続的インテグレーションのベストプラクティス
• AWS を使用した高度な継続的デリバリーテクニックの詳細
• AWS CodeDeploy の紹介 - Amazon Web Services を使用したソフトウェアの自動デプロイ
• Slalom: AWS のサーバーレスアプリケーション用の CI/CD

OPS06-BP08 テストとロールバックを自動化する
デプロイした環境のテストを自動化し、望ましい結果が得られるかどうか確認します。結果が得られな
かった場合に、以前の正常な状態へのロールバックを自動化し、復旧時間を最小限に抑え、手動プロセス
によるエラーを低減します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ワークロードに変更をデプロイします。変更が完了したことを確認した後、あなたは、デプ
ロイ後のテストを開始します。テストが完了したことを確認した後、あなたは、ワークロードが操作不
可であり、顧客の接続が切断されたことに気づきます。その後、あなたは、以前のバージョンへのロー
ルバックを開始します。問題を検出するのに長い時間をかけた後、復旧にかかる時間は、手動による再
デプロイによってさらに長くなります。

このベストプラクティスを確立するメリット: デプロイ後の変更をテストして検証することで、問題をすぐ
に特定できます。以前のバージョンに自動的にロールバックすることで、顧客への影響を最小限に抑える
ことができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• テストとロールバックを自動化する: デプロイした環境のテストを自動化し、望ましい結果が得られる

かどうか確認します。結果が得られなかった場合に、以前の正常な状態へのロールバックを自動化し、
復旧時間を最小限に抑え、手動プロセスによるエラーを低減します。例えば、デプロイ後に詳細な合成
ユーザートランザクションを実施し、その結果を確認して、失敗した場合にはロールバックします。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用準備状況と変更管理

• Redeploy and roll back a deployment with AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy を使用した再デプロ
イとロールバック)

リソース
関連するドキュメント:

• Redeploy and roll back a deployment with AWS CodeDeploy (AWS CodeDeploy を使用した再デプロイ
とロールバック)

運用準備状況と変更管理
ワークロード、プロセス、手順、および従業員の運用準備状況を評価し、ワークロードに関連する運用上
のリスクを理解します。環境での変更フローを管理します。

一貫性のあるプロセス (手作業または自動化によるチェックリストを含む) を使用して、いつワークロード
または変更を本稼働する準備ができるかを知る必要があります。また、これにより、対処する計画を立て
る必要がある領域を見つけることもできます。日常的な活動を文書化したランブックと、問題解決のため
にプロセスを導くプレイブックができます。ビジネスバリューの提供をサポートし、変更に関連するリス
クの緩和を支援する変更管理メカニズムを使用します。

ベストプラクティス
• OPS07-BP01 人材能力の確保 (p. 68)
• OPS07-BP02 運用準備状況の継続的な確認を実現する (p. 69)
• OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する (p. 72)
• OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する (p. 74)
• OPS07-BP05 システムや変更をデプロイするために十分な情報に基づいて決定を下す (p. 77)
• OPS07-BP06 本稼働ワークロード用のサポートプランを有効にする (p. 79)

OPS07-BP01 人材能力の確保
トレーニングを受けた、ワークロードをサポートするための適切な人数の従業員が配置されていることを
検証するメカニズムを導入します。担当者は、ワークロードを構成するプラットフォームとサービスにつ
いてのトレーニングを受けている必要があります。ワークロードのオペレーションに必要となるナレッジ
を提供します。ワークロードの通常の運用サポートと発生したインシデントのトラブルシューティングを
行うために、十分な人数のトレーニングを受けた人材が必要です。人員の疲弊を避けるため、オンコール
対応と休暇を考慮に入れたローテーションを組むうえで十分な人材を配置します。

期待される成果:

• ワークロードが利用可能な間、ワークロードのサポートを担当する、十分なトレーニングを受けた人材
が確保されています。

• ワークロードを構成するソフトウェアとサービスについて、担当者にトレーニングを提供しています。

一般的なアンチパターン:

• 使用中のプラットフォームとサービスを運用するにあたって、トレーニングを受けたチームメンバーな
しでワークロードをデプロイします。

• オンコール対応と人材の休暇を考慮したローテーションを行ううえで十分な人材が不足しています。

このベストプラクティスを活用するメリット:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS07-BP02 運用準備状況の継続的な確認を実現する

• スキルのあるチームメンバーを持つことで、ワークロードを効果的にサポートできます。
• チームメンバーが十分に配置されていれば、ワークロードをサポートでき、人員の疲弊を引き起こすリ

スクを軽減しつつ、オンコールローテーションを行うことができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
ワークロードをサポートするために、十分にトレーニングを受けた担当者がいることを確認します。オン
コール対応を含め、通常の運用アクティビティに対応するうえで十分なチームメンバーが配置されている
ことを確認します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、ワークロードをサポートするチームが適切に配置され、トレーニングを受け
ていることを確認しており、オンコールローテーションをサポートするうえで十分な人数のエンジニアが
います。担当者は、ワークロード構築の基盤となっているソフトウェアとプラットフォームについてのト
レーニングを受けており、認定資格の取得が奨励されています。十分な人材が配置されているため、ワー
クロードをサポートし、オンコールローテーションを組みつつ、担当者は休暇を取ることができます。

実装手順

1. オンコール業務を含め、ワークロードの運用とサポートに十分な人数の人材を割り当てます。
2. ワークロードを構成するソフトウェアとプラットフォームについてのトレーニングを人材に提供しま

す。
a. AWS トレーニングと認定 には、AWS についてのコースライブラリがあり、無料および有料のコー

ス、オンラインコース、クラスルーム形式のコースが提供されています。
b. AWS では、イベントやオンラインセミナーを開催しており、AWS のエキスパートから学ぶことがで

きます。
3. 運用状況とワークロードの変化に応じて、チームの規模とスキルを定期的に評価します。運用要件に合

わせてチームの規模とスキルを調整します。

実装計画に必要な工数レベル: 高。ワークロードをサポートするチームを雇用し、トレーニングするには、
多大な労力が必要になる場合がありますが、長期的に多大な利点があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する (p. 116) - チームメンバーは、ワークロードの運用とサポート
を行ううえで必要となる情報を持っている必要があります。それを提供する鍵となるのが、ナレッジ管
理です。

関連するドキュメント:

• AWS イベントとオンラインセミナー
• AWS トレーニングと認定

OPS07-BP02 運用準備状況の継続的な確認を実現する
運用準備状況レビュー (ORR) を使用して、組織のワークロードを運用できることを検証します。ORR は 
Amazon が開発した仕組みの 1 つで、チームがワークロードを安全に運用できることを検証します。ORR 
は、要件のチェックリストを使用したレビューおよび検証プロセスです。ORR は、ワークロードの検証を
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS07-BP02 運用準備状況の継続的な確認を実現する

チームが自分たちで行うことができるセルフサービスエクスペリエンスです。ORR には、Amazon がソフ
トウェアを開発する中で学んだ知識や経験に基づくベストプラクティスが含まれます。

ORR チェックリストは、アーキテクチャレコメンデーション、運用プロセス、イベント管理、リリース
品質によって構成されます。Amazon のエラーの修正 (CoE) プロセスは、主にこれらの項目によって推
進されます。組織の ORR の発展を推進するには、独自のインシデント後の分析を使用する必要がありま
す。ORR はベストプラクティスに従うためだけでなく、過去に経験したイベントの再発を防ぐためのもの
です。また、セキュリティ、ガバナンス、コンプライアンスの各要件も ORR に含めることができます。

ワークロードの一般提供前に ORR を実施し、その後はソフトウェア開発ライフサイクルをとおして実施
し続けます。ワークロードのローンチ前に ORR を実施することで、ワークロードをより安全に運用する
ことができます。ORR をワークロードで定期的に実施することで、ベストプラクティスからの逸脱を検知
することができます。ORR チェックリストは、新しいサービスのローンチや、ORR の定期的なレビュー
に使用できます。そうすることで、新しいベストプラクティスに沿って更新したり、インシデント後の分
析で学んだ知識や経験を反映したりできます。クラウドの使用に慣れていくにしたがって、組織のアーキ
テクチャのデフォルトの要件として ORR を組み込むことができます。

期待される成果:  組織にはベストプラクティスを含む ORR チェックリストがあります。ORR はワーク
ロードのローンチ前に実施されます。ORR はワークロードライフサイクルを通じて定期的に実施されま
す。

一般的なアンチパターン:

• 運用できるかどうか不明なままワークロードをローンチする。
• ガバナンスおよびセキュリティ要件は、ワークロードのローンチ要件に含まれていない。
• ワークロードは定期的に評価されていない。
• 必要な手続きなしでワークロードがローンチされる。
• 複数のワークロードで同じ根本原因の故障が繰り返される。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 組織のワークロードには、アーキテクチャ、プロセス、および管理のベストプラクティスが含まれる。
• 学んだ知識や経験は ORR プロセスに反映される。
• 必要な手続きでワークロードがローンチされる。
• ORR はワークロードのソフトウェアライフサイクルを通じて実施される。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
ORR は、プロセスとチェックリストの 2 つの要素で構成されます。ORR プロセスは組織で採用され、エ
グゼクティブスポンサーによってサポートされる必要があります。ORR は少なくともワークロードの一般
提供前に実施する必要があります。ソフトウェア開発ライフサイクルを通じて ORR を実施し、ベストプ
ラクティスや新しい要件を反映して更新します。ORR チェックリストは、構成可能な項目、セキュリティ
およびガバナンスの要件、組織のベストプラクティスを含める必要があります。時間の経過とともに、
AWS Config、 AWS Security Hub、 AWS Control Tower ガードレールなどのサービスを使用して、ORR 
のベストプラクティスをガードレールに変換し、ベストプラクティスの検出の自動化を行います。

顧客の事例

いくつかの製造インシデントが発生した後、AnyCompany Retail は ORR プロセスを導入することを決め
ました。彼らはベストプラクティス、ガバナンスおよびコンプライアンスの要件、故障から学んだ知識
や経験で構成されたチェックリストを作成しました。新しいワークロードのローンチ前には、ORR が実
施されます。すべてのワークロードでは、ベストプラクティスのサブセットを使用して年次 ORR が実施
され、ORR チェックリストに追加されたベストプラクティスや要件が反映されます。時間の経過ととも
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に、AnyCompany Retail は AWS Config を使用して、ベストプラクティスを検出し ORR プロセスを迅速
化しました。

実装手順

ORR の詳細については、 運用準備状況の確認 (ORR) に関するホワイトペーパーをご覧ください。このド
キュメントでは、ORR プロセスの歴史、独自の ORR プラクティスの構築方法、ORR チェックリストの
作成方法に関する詳細な情報を提供しています。以下の手順は、このドキュメントからの抜粋です。ORR 
および独自の ORR の構築方法の詳細については、このホワイトペーパーをご覧ください。

1. セキュリティ、運用、開発の代表者を含む、主要な関係者を集めます。
2. 各関係者に少なくとも 1 つの要件を提供してもらいます。初回に提供される要件は、30 項目以下に制

限します。
• 付録 B: 運用準備状況の確認 (ORR) に関する ホワイトペーパーの ORR 質問の例には、使用できるい

くつかの質問の例が含まれています。
3. 要件をスプレッドシートにまとめます。

• ここでは AWS Well-Architected Tool の カスタムレンズを 使用して  ORR を作成し、 アカウントや 
AWS 組織全体で共有することができます。

4. ORR を実施するワークロードを 1 つ選びます。ローンチ前のワークロード、または内部ワークロード
が理想的です。

5. ORR チェックリストを実施し、発見した事柄をメモします。定められた緩和がある場合、発見は問題
になる可能性があります。緩和が定められていない発見については、対応予定の項目に追加して、ロー
ンチ前に対応を実施します。

6. 時間の経過とともに、ベストプラクティスや要件を ORR に継続的に追加します。

エンタープライズサポートのある AWS Support の顧客は、 運用準備状況の確認に関するワークショップ
をテクニカルアカウントマネージャーからリクエストできます。このワークショップでは、 顧客の視点か
ら ORR チェックリストの作成を行います。

実装計画に必要な工数レベル: 高。組織で ORR プラクティスを採用するには、エグゼクティブスポンサー
と関係者の同意が必要です。組織全体からのインプットを含めてチェックリストを作成し更新します。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する (p. 6) - ガバナンス要件は ORR チェックリストに適していま
す。

• OPS01-BP04 コンプライアンス要件を評価する (p. 8) - コンプライアンス要件は ORR チェックリストに
含まれることがあります。別のプロセスに含まれる場合もあります。

• OPS03-BP07 チームに適正なリソースを提供する (p. 34) - チームキャパシティは ORR 要件の良い候補
です。

• OPS06-BP01 変更の失敗に備える (p. 62) - ワークロードをローンチする前に、ロールバックプラン
またはロールフォワードプランを確立する必要があります。

• OPS07-BP01 人材能力の確保 (p. 68) - ワークロードをサポートするために、必要な人材を確保する
必要があります。

• SEC01-BP03 管理目標を特定および検証する - セキュリティ管理目標は ORR 要件に最適の項目です。
• REL13-BP01 ダウンタイムやデータ消失に関する復旧目標を定義する - ディザスタリカバリプランは 

ORR 要件に適しています。
• COST02-BP01 組織の要件に基づいてポリシーを策定する - コスト管理ポリシーは ORR チェックリスト

の項目として適しています。

関連するドキュメント:
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• AWS Control Tower - AWS Control Tower のガードレール
• AWS Well-Architected Tool - カスタムレンズ
• Adrian Hornsby による運用準備状況レビューテンプレート
• 運用準備状況の確認 (ORR) に関するホワイトペーパー

関連動画:

• あなたをサポートする AWS | 効果的な運用準備状況レビュー (ORR) の構築

関連サンプル:

• 運用準備状況レビュー (ORR) レンズの例

関連サービス:

• AWS Config
• AWS Control Tower
• AWS Security Hub
• ORR を作成し、

OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する
A ランブック は、特定の成果を達成するために文書化されたプロセスです。ランブックは一連のステッ
プから成り、それをたどることでプロセスを完了できます。ランブックは、飛行機の黎明期から運用に使
用されてきました。クラウド運用では、ランブックを使用してリスクを削減し、望ましい成果を達成しま
す。端的に言うと、ランブックはタスクを完了するためのチェックリストです。

ランブックは、ワークロードを運用するための不可欠の一部です。新しいチームメンバーのオンボーディ
ングからメジャーリリースのデプロイまで、ランブックは、使用者に関係なく、一定の成果をもたらす
ように成文化されたプロセスです。ランブックの更新は変更管理プロセスの重要な要素であるため、ラン
ブックは一箇所で公開し、プロセスの進化に合わせて更新する必要があります。また、エラー処理、ツー
ル、アクセス許可、例外、問題発生時のエスカレーションに関するガイダンスを含める必要があります。

組織が成熟してきたら、ランブックの自動化を始めましょう。短く、頻繁に使用されるランブックから始
めます。スクリプト言語を使用して、ステップを自動化するか、ステップを実行しやすくします。最初の
いくつかのランブックを自動化したら、より複雑なランブックを自動化するために時間を割くようにしま
す。やがて、ほとんどのランブックが何らかの方法で自動化されるはずです。

期待される成果: チームには、ワークロードのタスクを実行するためのステップバイステップのガイド集が
あります。ランブックには、期待される成果、必要なツールとアクセス許可、エラー処理に関する指示が
含まれています。一箇所に保管され、頻繁に更新されます。

一般的なアンチパターン:

• プロセスの各ステップの完了を記憶に頼る。
• チェックリストなしで、変更を手動でデプロイする。
• 異なるチームメンバーが同じプロセスを実行しても、手順や結果が異なる。
• システムの変更や自動化に伴い、ランブックの同期がとれなくなる

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 手動タスクのエラー率を削減します。
• 運用が一貫した方法で実行されます。
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• 新しいチームメンバーがタスクの実行をすぐに始められます。
• ランブックの自動化により、苦労を減らすことができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
ランブックは、組織の成熟度に応じて、いくつかの形態をとります。少なくとも、ステップバイステップ
のテキスト文書で構成されている必要があります。期待される成果が明確に示されている必要がありま
す。必要な特殊なアクセス許可やツールを明確に文書化します。問題発生時にエラー処理とエスカレー
ションに関する詳細なガイダンスを提供します。ランブックの所有者をリストアップし、一元的な場所で
公開します。ランブックが文書化されたら、チームの別のメンバーに使用してもらって検証します。プロ
セスの進化につれて、変更管理プロセスに従ってランブックを更新します。

組織が成熟するにつれて、テキストのランブックは自動化されるはずです。例えば、 AWS Systems 
Manager オートメーションなどのサービスを使用すると、フラットなテキストを、ワークロードに対し
て実行可能なオートメーションに変換できます。これらのオートメーションはイベントに反応して実行で
き、ワークロードを保守する運用上の負担が軽減されます。

顧客の事例

AnyCompany Retail は、ソフトウェアのデプロイ時にデータベーススキーマの更新を行う必要がありま
す。クラウド運用チームはデータベース管理チームと協力して、これらの変更を手動でデプロイするため
のランブックを作成しました。ランブックには、プロセスの各ステップがチェックリスト形式で記載され
ました。問題発生時のエラー処理のセクションも含まれています。このランブックは、他のランブックと
ともに社内 Wiki で公開されました。クラウド運用チームは、将来のスプリントでランブックを自動化する
予定です。

実装手順
既存のドキュメントリポジトリがない場合、バージョン管理リポジトリはランブックライブラリの構築を
始める場所として最適です。ランブックは Markdown を使用して作成できます。ランブック作成の開始に
使用できるサンプルのランブックテンプレートを提供しています。

# ######### ## ####### | ##### ID | ## | ##### | ######### | ######## | ##### | ######## 
 POC | |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | RUN001 | ########## ####
### | ### | ###### | ##### | 2022 # 9 # 21 # | ######### | ## #### 1##### 1 2##### 2

1. 既存のドキュメントリポジトリや Wiki がない場合は、バージョン管理システムに新しいバージョン管
理リポジトリを作成します。

2. ランブックがないプロセスを特定します。理想的なプロセスは、半定期的に実施され、ステップ数が少
なく、失敗の影響が少ないプロセスです。

3. ドキュメントリポジトリに、テンプレートを使用して新しいドラフト Markdown ドキュメントを作成し
ます。その際、 ########## と #####################.

4. 最初のステップから開始して、ランブックの #### 部分を入力します。
5. ランブックをチームメンバーに渡します。ランブックを使用してもらって、ステップを検証します。不

足しているものや明確化が必要なものがあれば、ランブックを更新します。
6. ランブックを社内ドキュメントストアに公開します。公開したら、チームや他の関係者に伝えましょ

う。
7. 時間が経てば、ランブックのライブラリが構築されますライブラリが大きくなったら、ランブックを自

動化する作業を開始します。

実装計画に必要な工数レベル: 低。ランブックの最低基準は、ステップバイステップのテキストガイドで
す。ランブックの自動化は、導入の手間を増やす可能性があります。
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OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23): ランブックには、保守を担当する所
有者が必要です。

• OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する (p. 74): ランブックとプレイブックは似ていま
すが、1 つだけ違うのは、ランブックには期待される成果があることです。多くの場合、プレイブック
が根本原因を特定すると、ランブックがトリガーさ れます。

• OPS10-BP01 イベント、インシデント、問題管理のプロセスを使用する (p. 100)ランブックは、適切
なイベント、インシデント、および問題管理の実践の一部です。

• OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する (p. 103): ランブックやプレイブックは、アラートに
対応するために使用する必要があります。時間の経過とともに、これらの対応を自動化する必要があり
ます。

• OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する (p. 116): ランブックの保守は、ナレッジマネジメントの重要な
一部です。

関連するドキュメント:

• 自動化されたプレイブックとランブックを使用して運用上の優秀性を達成する
• AWS Systems Manager: ランブックの操作
• AWS の大規模移行のための移行プレイブック - タスク 4: 移行ランブックの改良
• AWS Systems Manager Automation ランブックを使用して、運用タスクを解決する

関連動画:

• AWS re:Invent 2019: ランブック、インシデントレポート、インシデント対応の DIY ガイド (SEC318-
R1)

• AWS | Amazon Web Services での IT 運用を自動化する方法
• スクリプトを AWS Systems Manager に統合する

関連する例:

• AWS Systems Manager: オートメーションチュートリアル
• AWS Systems Manager: 最新のスナップショットランブックからルートボリュームを復元する
• Jupyter Notebook と CloudTrail Lake を使用して、AWS インシデント対応ランブックを作成する
• Gitlab - ランブック
• Rubix - Jupyter Notebook でランブックを作成するための Python ライブラリ
• Document Builder を使用してカスタムランブックを作成する
• Well-Architected ラボ: プレイブックとランブックによるオペレーションの自動化

関連サービス:

• AWS Systems Manager Automation

OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する
プレイブックは、インシデントの調査に使用するステップバイステップガイドです。インシデントが発生
した際は、プレイブックを使用して調査を行い、影響の範囲と根本原因を特定します。プレイブックは、
デプロイの失敗からセキュリティインシデントに至るまで、さまざまなシナリオで使用されます。ラン
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ブックを使用して緩和する根本原因は、多くの場合プレイブックによって特定します。プレイブックは、
組織のインシデント対応計画の基幹的なコンポーネントです。

優れたプレイブックには、いくつかの重要な特徴があります。プレイブックは検出プロセスにおける各
手順をユーザーに示します。外側から内側への思考を使って、インシデントの診断に必要な手順を示しま
す。 特別なツールやより高い権限が必要な場合は、プレイブックで明確に定義します。インシデント調査
のステータスを関係者と共有するためのコミュニケーションプランの策定は重要なコンポーネントです。
根本原因を特定できない場合に備え、プレイブックにはエスカレーションプランが必要です。根本原因を
特定できる場合、プレイブックは問題の解決方法が記載されているランブックを示す必要があります。プ
レイブックは一元的に保管し、定期的に更新する必要があります。特定のアラートにプレイブックを使用
する場合、使用すべきプレイブックをアラート内でチームに示します。

組織が成熟するにしたがって、プレイブックを自動化します。最初に、低リスクインシデント用のプレイ
ブックを作成します。スクリプトを使用して検出手順を自動化します。一般的な根本原因を緩和するため
の関連するランブックも作成します。

期待される成果: 組織には一般的なインシデントに対するプレイブックがあります。プレイブックは一元的
に保管され、チームメンバーに提供されます。プレイブックは頻繁に更新されます。既知の根本原因につ
いては、関連するランブックが作成されています。

一般的なアンチパターン:

• インシデントを調査する標準的な方法はない。
• チームメンバーは過去の経験や社内で蓄積した知識に基づいて、失敗したデプロイの問題を解決してい

る。
• 新しいチームメンバーは、トライアンドエラーを通じて問題の調査方法を学んでいる。
• 問題調査のベストプラクティスは、チーム間で共有されていない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• プレイブックはインシデント緩和の工数を削減します。
• さまざまなチームメンバーが同じプレイブックを使って、一貫した方法で根本原因の特定を行えます。
• 既知の根本原因にはランブックが用意されており、復旧時間を短縮できます。
• プレイブックによって、新しいチームメンバーはすぐにチームに貢献できるようになります。
• 繰り返し使用可能なプレイブックを持つことで、チームはプロセスをスケールすることができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
プレイブックの作成方法と使用方法は、組織の成熟度によって異なります。組織がクラウドに慣れていな
い場合、文章によるプレイブックを作成し、中央ドキュメントリポジトリに保管します。組織が成熟する
にしたがって、Python などのスクリプト言語を使用して、プレイブックを半自動化できます。これらのス
クリプトは Jupyter Notebook 内で実行でき、復旧を迅速化します。高度な組織では、一般的な問題のプレ
イブックを完全に自動化し、ランブックを使用して自動的に問題を緩和します。

プレイブックの作成は、組織のワークロードで発生する一般的なインシデントを一覧化することから始め
ます。最初に、根本原因がいくつかの問題に絞られている、低リスクインシデント用のプレイブックを作
成します。シンプルなシナリオ用のプレイブックの作成後、高リスクシナリオや根本原因があまり知られ
ていないシナリオ用のプレイブックを作成します。

組織が成熟するにつれて、文章によるプレイブックを自動化します。例えば、 AWS Systems Manager 
Automations などのサービスを使用して、テキストを自動化に変換することができます。これらの自動化
を組織のワークロードで実行し、調査を迅速化できます。これらの自動化はイベントへの応答としてアク
ティブ化され、インシデントの検出と解決の平均時間を短縮します。
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顧客は AWS Systems Manager Incident Manager を使用して インシデントに対応できます。このサービス
は、インシデントのトリアージを行い、インシデントの検出中および緩和中に関係者に情報を提供し、イ
ンシデントをとおしてコラボレーションを行うための単一のインターフェイスを提供します。このサービ
スは AWS Systems Manager Automations を使用して検出と復旧を迅速化します。

顧客の事例

AnyCompany Retail で製造上の問題が発生しました。オンコールエンジニアは、プレイブックを使用して
問題を調査しました。調査を進める中で、AnyCompany Retail はプレイブックに記載されている主要な関
係者と情報を共有し続けました。エンジニアは、根本原因がバックエンドサービス内の競合状態であるこ
とを特定しました。エンジニアはランブックを使用してサービスを再起動し、AnyCompany Retail をオン
ライン状態に戻しました。

実装手順
既存のドキュメントリポジトリがない場合、プレイブックライブラリ用のバージョン管理リポジトリを作
成することをお勧めします。プレイブックは Markdown を使用して作成できます。Markdown は、ほとん
どのプレイブック自動化システムとの互換性を持っています。プレイブックを一から作成する場合、以下
のプレイブックテンプレートの例を使用します。

# ########## ## ######## | ###### ID | ## | ######## | ##### 
 | ########## | ##### | ######## POC | ### | ############ | 
 |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| | RUN001 | #####
#######? ##############? | ### | ## | ##### | 2022-09-21 | ######### | #### | #############
#? | ## ## 1.## 1 2## 2

1. 既存のドキュメントリポジトリや Wiki がない場合は、バージョン管理システムにプレイブック用の新
しいバージョン管理リポジトリを作成します。

2. 調査が必要な一般的な問題を特定します。根本原因がいくつかの問題に絞られており、解決策が低リス
クであるシナリオを選んでください。

3. Markdown テンプレートを使用して、 ############# プレイブック情報以下の ###########。
4. トラブルシューティング手順を入力します。実行すべきアクション、または調査すべき領域をできるだ

け明確に記載します。
5. プレイブックをチームメンバーに渡して、内容を確認してもらいます。記載漏れや不明瞭な記載がある

場合、プレイブックを更新します。
6. プレイブックをドキュメントリポジトリに公開し、チームと関係者に通知します。
7. このプレイブックライブラリは、追加のプレイブックによって拡大します。いくつかのプレイブックを

作成したら、AWS Systems Manager Automations などのツールを使用して自動化を開始し、自動化と
プレイブックの同期を維持します。

実装計画に必要な工数レベル: 低。プレイブックは、一元的に保管されるテキストドキュメントとして作成
します。組織が成熟するにしたがって、プレイブックの自動化に移行します。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23): プレイブックには、保守を担当する
所有者が必要です。

• OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する (p. 72): ランブックとプレイブックは似ています
が、重要な違いが 1 つあり、それはランブックには期待される成果があることです。多くの場合、ラン
ブックは、プレイブックで根本原因を特定したときに使用されます。

• OPS10-BP01 イベント、インシデント、問題管理のプロセスを使用する (p. 100): プレイブックは、イ
ベント、インシデント、および問題管理の適切な実践の一部です。
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るために十分な情報に基づいて決定を下す

• OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する (p. 103): ランブックとプレイブックは、アラートへ
の応答として使用されます。時間の経過とともに、これらの応答を自動化します。

• OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する (p. 116): プレイブックの保守は、ナレッジマネジメントの重要
な一部です。

関連するドキュメント:

• 自動化されたプレイブックとランブックを使用して運用上の優秀性を達成する
• AWS Systems Manager: ランブックの操作
• AWS Systems Manager Automation ランブックを使用して、運用タスクを解決する

関連動画:

• AWS re:Invent 2019: ランブック、インシデントレポート、インシデント対応の DIY ガイド (SEC318-
R1)

• AWS Systems Manager Incident Manager - AWS 仮想ワークショップ
• スクリプトを AWS Systems Manager に統合する

関連サンプル:

• AWS カスタムプレイブックフレームワーク
• AWS Systems Manager: オートメーションチュートリアル
• Jupyter Notebook と CloudTrail Lake を使用して、AWS インシデント対応ランブックを作成する
• Rubix - Jupyter Notebook でランブックを作成するための Python ライブラリ
• Document Builder を使用してカスタムランブックを作成する
• Well-Architected ラボ: プレイブックとランブックによるオペレーションの自動化
• Well-Architected ラボ: Jupyter を使用したインシデント対応プレイブック

関連サービス:

• AWS Systems Manager Automation
• AWS Systems Manager Incident Manager を使用して

OPS07-BP05 システムや変更をデプロイするために十
分な情報に基づいて決定を下す
ワークロードに対する変更が正常に行われた場合のプロセスと正常に行われなかった場合のプロセスを施
行します。プレモータムは、チームが行う演習で、ここでは軽減戦略を策定するために障害のシミュレー
ションを行います。プレモータムを使用して、障害を予測し、必要に応じて手順を作成します。ワーク
ロードに対する変更をデプロイする利点とリスクを評価します。すべての変更がガバナンスに準拠してい
ることを確認します。

期待される成果:

• ワークロードに変更をデプロイする際に、情報に基づく意思決定を行います。
• 変更は、ガバナンスに準拠しています。

一般的なアンチパターン:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS07-BP05 システムや変更をデプロイす
るために十分な情報に基づいて決定を下す

• デプロイが正常に行われなかった場合に対応するプロセスなしで、変更をワークロードにデプロイしま
す。

• ガバナンス要件に準拠していない変更を本番環境に加えます。
• リソース使用率のベースラインを設定することなく、ワークロードの新しいバージョンをデプロイしま

す。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードへの変更が正常に行われなかった場合の準備が整っています。
• ワークロードへの変更は、ガバナンスポリシーに準拠しています。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
プレモータムを使用して、変更が正常に行われなかった場合のプロセスを開発します。変更が正常に行
われなかった場合のプロセスを文書化します。すべての変更がガバナンスに準拠していることを確認しま
す。ワークロードに対する変更をデプロイする利点とリスクを評価します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、変更が正常に行われなかった場合のプロセスの検証のために、定期的にプレ
モータムを実施しています。このプロセスは文書化され、共有の Wiki で公開され、頻繁に更新されていま
す。すべての変更がガバナンスに準拠しています。

実装手順

1. ワークロードに変更をデプロイする際に、情報に基づく意思決定を行います。デプロイの正常完了基
準を設定し、レビューを行います。変更のロールバックをトリガーするシナリオまたは基準を作成しま
す。変更をデプロイする利点と、変更が正常に実行されないリスクを比較検討します。

2. すべての変更がガバナンスポリシーに準拠していることを確認します。
3. 変更が正常に実行されない場合に備え、また軽減戦略を文書化するために、プレモータムを使用しま

す。机上演習を行って、正常に完了しない変更をモデル化して、ロールバック手順を検証します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。プレモータム演習の実施には、組織全体にわたるステークホルダーの調
整と尽力が必要となります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS01-BP03 ガバナンス要件を評価する (p. 6) - ガバナンス要件は、変更をデプロイするかを決定する
うえでの重要な要素となります。

• OPS06-BP01 変更の失敗に備える (p. 62) - 障害が発生したデプロイの軽減策を設定し、プレモータ
ムを使用して軽減策を検証します。

• OPS06-BP02 変更をテストし、検証する (p. 62) - 本番環境でのエラーの低減に向けて、すべてのソ
フトウェア変更について、デプロイ前に適切なテストを行う必要があります。

• OPS07-BP01 人材能力の確保 (p. 68) - システム変更をデプロイする際に情報に基づく決定を行うに
は、トレーニングを受けたワークロードサポート担当の人材が十分に配置されていることが不可欠で
す。

関連するドキュメント:

• Amazon Web Services: Risk and Compliance
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS07-BP06 本稼働ワークロード
用のサポートプランを有効にする

• AWS 責任共有モデル
• Governance in the AWS クラウド: The Right Balance Between Agility and Safety (AWS クラウドのガバ

ナンス: 俊敏性と安全性の適切なバランス)

OPS07-BP06 本稼働ワークロード用のサポートプラン
を有効にする
本稼働ワークロードが依存しているあらゆるソフトウェアやサービスのサポートを有効にします。本稼働
のサービスレベルのニーズに合わせて、適切なサポートレベルを選択します。このような依存関係のため
のサポートプランは、サービスの停止時やソフトウェアに問題が発生した場合に必要です。すべてのサー
ビスおよびソフトウェアのベンダーについて、サポートプランやサービスのリクエスト方法を文書化しま
す。サポートの連絡先が最新の状態に保たれていることを検証する仕組みを実装します。

期待される成果:

• 本稼働ワークロードが依存しているソフトウェアやサービスのサポートプランを実装します。
• サービスレベルのニーズに基づいて適切なサポートプランを選択します。
• サポートプラン、サポートレベル、サポートのリクエスト方法を文書化します。

一般的なアンチパターン:

• 重要なソフトウェアベンダーのサポートプランがない。ワークロードがその影響を受けたが、修正を急
がせる手段もなければ、ベンダーからタイムリーに最新情報を得ることもできない。

• ソフトウェアベンダーの主要連絡先だった開発者が退社した。ベンダーのサポートに直接連絡できなく
なった。時間をかけて汎用の問い合わせシステムを検索し移動しなければならず、必要なときに対応し
てもらうための時間が増えた。

• ソフトウェアベンダーに起因する本稼働の停止が発生した。サポートケースの記録方法に関するドキュ
メントがない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 適切なサポートレベルを受けていると、サービスレベルのニーズを満たすのに必要な時間内で対応を得
ることができます。

• サポートを受ける顧客として、本稼働で問題があればエスカレーションできます。
• インシデント発生時にソフトウェアやサービスのベンダーがトラブルシューティングを支援します。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
本稼働ワークロードが依存しているあらゆるソフトウェアやサービスのベンダーのサポートプランを有効
にします。サービスレベルのニーズに合わせた適切なサポートプランをセットアップします。AWS のお客
様の場合は、本稼働ワークロードがある任意のアカウントで AWS Business Support 以上を有効にするこ
とを意味します。サポートベンダーと定期的に打ち合わせ、サポートのオファー、プロセス、連絡先に関
する最新情報を入手します。ソフトウェアやサービスのベンダーにサポートをリクエストする方法を、停
止が発生した場合のエスカレーション方法を含めて文書化します。サポートの連絡先を最新の状態に保つ
仕組みを実装します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、すべての商用ソフトウェアおよびサービスの依存関係がサポートプランを備え
ています。例えば、本稼働ワークロードがあるすべてのアカウントで AWS Enterprise Support が有効に
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS07-BP06 本稼働ワークロード
用のサポートプランを有効にする

なっています。問題が発生した場合は、開発者が誰でもサポートケースを作成できます。サポートのリク
エスト方法、通知を受ける担当者、ケースを迅速化するベストプラクティスに関する情報を掲載した wiki 
ページがあります。

実装手順

1. 組織の関係者と協力して、ワークロードが依存しているソフトウェアやサービスのベンダーを特定しま
す。これらの依存関係を文書化します。

2. ワークロードに必要なサービスレベルを判断します。それらに合うサポートプランを選択します。
3. 商用のソフトウェアやサービスの場合は、ベンダーとサポートプランを締結します。

a. すべての本稼働稼働用アカウントで AWS Business Support 以上を契約すると、AWS Support から
の応答時間が短縮されるため、これを強くお勧めします。プレミアムサポートがない場合は、問題
に対処するアクションプランが必要となり、これには AWS Support からの支援が必要です。AWS 
Support が、さまざまなツール、テクノロジー、人、プログラムを組み合わせて提供します。これ
らは、パフォーマンスの最適化、コスト削減、より迅速なイノベーションの実現を積極的に支援す
るために設計されたものです。AWS Business Support には追加の利点があります。AWS Trusted 
Advisor や AWS Personal Health Dashboard へのアクセスや、応答時間の短縮などです。

4. ナレッジマネジメントツールにサポートプランを記録します。サポートのリクエスト方法、サポート
ケースが記録された場合の通知先、インシデント中のエスカレーション方法を含めます。wiki は、サ
ポートプロセスや連絡先の変更に気付いた人が誰でも、ドキュメントに必要な更新を行うことができる
ため、良い仕組みです。

実装計画に必要な工数レベル: 低。ソフトウェアやサービスのほとんどのベンダーは、サポートプランの登
録を提供しています。ナレッジマネジメントシステムにサポートのベストプラクティスを記録して共有す
ると、本稼働環境に問題が発生した場合にどうすべきかをチームが確実に把握できます。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP02 プロセスと手順には特定の所有者が存在する (p. 23)

関連するドキュメント:

• AWS Support プラン

関連サービス:

• AWS Business Support
• AWS Enterprise Support
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
ワークロードの状態の把握

運用
成功とは、定義したメトリクスによって測定されるビジネス成果を達成することです。ワークロードと運
用の状態を理解することで、組織やビジネス成果がいつリスクにさらされるか、または現在リスクにさら
されているかを特定して適切に対応することができます。

成功するには、以下のことができなければなりません。

トピック
• ワークロードの状態の把握 (p. 81)
• 運用状態の把握 (p. 92)
• イベントへの対応 (p. 99)

ワークロードの状態の把握
ワークロードメトリクスの定義、キャプチャ、分析をすると、適切なアクションを取れるようにワーク
ロードイベントの可視性を高めることができます。

チームは、ワークロードの運用状態を容易に理解できる必要があります。ワークロードの成果に基づくメ
トリクスを使用して、有益なインサイトを得ることができます。これらのメトリクスを使用して、チー
ムメンバーが情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ、ビジネス上ならびに技術上の観点を備えたダッ
シュボードを実装する必要があります。

AWS では、ワークロードログを簡単にまとめて分析できるため、メトリクスの生成、ワークロードの状態
の把握、経時的な運用のインサイトを得ることができます。

ベストプラクティス
• OPS08-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する (p. 81)
• OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する (p. 82)
• OPS08-BP03 ワークロードメトリクスを収集および分析する (p. 84)
• OPS08-BP04 ワークロードメトリクスのベースラインを設定する (p. 86)
• OPS08-BP05 ワークロードに対して予想されるアクティビティのパターンを知る (p. 88)
• OPS08-BP06 ワークロードの結果にリスクがある場合に警告する (p. 89)
• OPS08-BP07 ワークロードの異常が検出された場合に警告する (p. 90)
• OPS08-BP08 KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する (p. 91)

OPS08-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する
希望するビジネス上の業績 (注文率、顧客定着率、営業費用に対する利益など) と顧客に関する成果 (顧客
満足度など) に基づいて、主要業績評価指標 (KPI) を特定します。KPI を評価して、ワークロードの成功を
判別します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ビジネスリーダーから、ワークロードがビジネスニーズにどのように寄与したかを尋ねられ
ますが、寄与度を判断するための基準となる枠組みがありません。

• あなたは、組織で運用している商用オフザシェルフのアプリケーションの費用対効果が高いかどうかを
判断することはできません。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する

このベストプラクティスを活用するメリット: ワークロードの正常性と成功のテストとして、主要業績評価
指標を特定することで、ビジネス成果を達成できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 主要業績評価指標 (KPI) を特定する: ビジネスおよび顧客が求める成果に基づいて、主要業績評価指標 

(KPI) を特定します。KPI を評価して、ワークロードの成功を判別します。

OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する
ワークロードの正常性を測定するため、ワークロードのメトリクスを定義します。ワークロードの正常
性は、ビジネス成果 (KPI) の達成と、ワークロードコンポーネントおよびアプリケーションの状態によっ
て測定されます。KPI の例には、放棄されたショッピングカート数、注文数、コスト、料金、配分された
ワークロード費用があります。複数のコンポーネントからテレメトリーを収集することができるとはい
え、全体的なワークロードの正常性についてのインサイトを提供するサブセットを選択します。ビジネス
ニーズの変化に合わせ、ワークロードのメトリクスを時間と共に調整します。

期待される成果:

• ビジネス上の成果を反映する KPI の達成を検証するメトリクスが特定されています。
• ワークロードの正常性について一貫性あるビューを提供するメトリクスがあります。
• ワークロードのメトリクスは、ビジネスニーズの変化に合わせて定期的に評価されます。

一般的なアンチパターン:

• ワークロードのすべてのアプリケーションがモニタリングされていても、ワークロードがビジネス上の
成果を達成しているかどうかを判断できません。

• ワークロードのメトリクスは定義されていても、ビジネス KPI に関連付けられていません。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードをビジネス上の成果の達成に対して測定することができます。
• ワークロードが正常な状態なのか、介入が必要なのかを把握できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
このベストプラクティスの目標は、ワークロードの正常性を判断できることです。 ワークロードの正常性
は、ビジネス成果の達成と、ワークロードのコンポーネントおよびアプリケーションの状態によって判断
されます。ビジネス KPI からさかのぼって、メトリクスを特定します。コンポーネントとアプリケーショ
ンの主要なメトリクスを特定します。ビジネスニーズの変化に応じて、ワークロードのメトリクスを定期
的に評価します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、ワークロードの正常性をアプリケーションとコンポーネントのメトリクスのコ
レクションによって判断しています。ビジネス KPIから始まり、ビジネス上の成果を達成しているかを示
す注文率などのメトリクスを特定しています。また、ページ応答率などの主要なアプリケーションのメト
リクスと、データベースへのオープン接続数などのコンポーネントのメトリクスも使用しています。ワー
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する

クロードのメトリクスは、ワークロードの正常性を決定するうえで有効であるかを確認するために、四半
期ごとに再評価しています。

実装手順

1. ビジネス KPI から初めて、ビジネス上の成果を達成していることを示すメトリクスを特定します。メト
リクスを伴わない KPI がある場合は、不足しているビジネス KPI すべてについて追加のメトリクスを使
用して、ワークロードを測定します。
a. カスタムメトリクスは、アプリケーションから Amazon CloudWatch にパブリッシュできます。
b. AWS Distro for OpenTelemetry を使用すると、既存のアプリケーションのメトリクスを収集して、新

しいメトリクスの追加に利用できます。
c. Enterprise Support を利用している場合は、テクニカルアカウントマネージャーに、Building a 

Monitoring Strategy Workshop (モニタリング戦略策定ワークショップ) を申し込むことができます。
このワークショップは、ワークロードのオブザーバビリティ戦略策定の支援となります。

2. ワークロードのアプリケーションとコンポーネントのメトリクスを特定します。個別のコンポーネント
とアプリケーションの正常性を示す主要なメトリクスにはどのようなものがあるでしょうか。 アプリ
ケーションとコンポーネントはさまざまなメトリクスを生成する可能性があるとはいえ、全体的な正常
性を示す主要なメトリクスを 1～3 種類選択します。

3. ワークロードのメトリクスを定期的に評価するメカニズムを導入します。ビジネス KPI が変更された場
合、ステークホルダーと協力してワークロードのメトリクスを更新します。ワークロードのコンポーネ
ントとアプリケーションの進化に合わせて、ワークロードのメトリクスを調整します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。アプリケーションにビジネス KPI のメトリクスを追加するには、ある
程度の労力が必要になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS04-BP01 アプリケーションテレメトリーを実装する (p. 37) - アプリケーションは、ビジネス上の成
果をサポートするテレメトリーを生成する必要があります。

• OPS04-BP02 ワークロードテレメトリーを実装して設定する (p. 40) - ビジネス上の成果をサポートする
ワークロードのメトリクスを定義する前に、テレメトリーを送信するワークロードを計測する必要があ
ります。

• OPS08-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する (p. 81) - ワークロードのメトリクスを選択する前
に、主要業績評価指標 (KPI) を特定する必要があります。

関連するドキュメント:

• Adding metrics and traces to your application on Amazon EKS with AWS Distro for OpenTelemetry, AWS 
X-Ray, and Amazon CloudWatch (AWS Distro for OpenTelemetry、AWS X-Ray、Amazon CloudWatch 
を使用して、Amazon EKS のアプリケーションにメトリクスとトレースを追加する)

• Amazon Builder’s Library の
• ヘルスチェックを実装する
• アプリケーションを効率的にモニタリングする方法
• How to better monitor your custom application metrics using Amazon CloudWatch Agent  (Amazon 

CloudWatch エージェントを使用してカスタムアプリケーションメトリクスのモニタリングを改善する
方法)

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Monitoring production services at Amazon (AWS re:Invent 2020: Amazon における
本稼働サービスのモニタリング)
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• AWS re:Invent 2022 - Building observable applications with OpenTelemetry (BOA310) (AWS re:Invent 
2022 - OpenTelemetry を使用したオブザーバブルなアプリケーションの構築 (BOA310))

• How to Easily Setup Application Monitoring for Your AWS Workloads - AWS Online Tech Talks (AWS 
ワークロードのアプリケーションモニタリングを簡単に設定する方法 - AWS オンラインテックトーク)

• Mastering Observability of Your Serverless Applications - AWS Online Tech Talks (サーバーレスアプリ
ケーションのオブザーバビリティをマスターする - AWS オンラインテックトーク)

関連する例:

• 1 つの可観測性ワークショップ

関連サービス:

• Amazon CloudWatch
• AWS Distro for OpenTelemetry

OPS08-BP03 ワークロードメトリクスを収集および分
析する
ワークロードのメトリクスを定期的にプロアクティブにレビューすることにより、傾向を特定し、対応が
必要かどうかを判断し、ビジネス上の成果の達成を検証できます。ワークロードのアプリケーションとコ
ンポーネントからのメトリクスを一元的に集約します。ダッシュボードと分析ツールを使用してテレメト
リーを分析し、ワークロードの正常性を判断します。組織のステークホルダーと定期的にワークロードの
正常性レビューを実施するメカニズムを導入します。

期待される成果:

• ワークロードのメトリクスが、一元的な場所に収集されます。
• ワークロードの正常性の傾向を、ダッシュボードと分析ツールを使用して分析します。
• 組織で定期的なワークロードのメトリクスについてのレビューを実施します。

一般的なアンチパターン:

• 組織内で 2 つの別々のオブザーバビリティプラットフォームでワークロードからメトリクスを収集して
います。これらのプラットフォームには互換性がないため、ワークロードの正常性は判断できません。

• ワークロードのコンポーネントのエラー率が徐々に増加しています。組織ではワークロードのメトリ
クスのレビューを定期的に実施していないため、このような傾向に気づきません。1 週間後、このコン
ポーネントでエラーが起こり、ワークロード障害が発生します。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードの正常性とビジネス上の成果の達成に対する意識が向上します。
• ワークロードの正常性の傾向が徐々に発展する可能性があります。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
ワークロードのメトリクスを一元的な場所に収集します。ダッシュボードと分析ツールを使用して、ワー
クロード メトリクスを分析し、ワークロードの正常性に関するインサイトを獲得して、ワークロードの正
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常性の傾向を発展させ、ビジネス上の成果の達成を検証します。ワークロードのメトリクスの定期的なレ
ビューを実施するメカニズムを導入します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、毎週水曜日にワークロードメトリクスのレビューを実施しています。会社全体
にわたるステークホルダーが集まり、前の週のメトリクスを確認します。このレビュー中には、分析ツー
ルから収集した傾向とインサイトを中心に確認が行われます。主要なワークロードのメトリクスを提供す
る内部ダッシュボードは公開され、すべての従業員が確認し、検索できます。

実装手順

1. ワークロードの正常性に関連するワークロードのメトリクスを特定します。ビジネス KPI から始めて、
ワークロードの正常性の全体像を提供するアプリケーション、コンポーネント、プラットフォームのメ
トリクスを特定します。
a. カスタムメトリクスは、Amazon CloudWatch に公開できます。Amazon CloudWatch エージェン

トを活用して Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからメトリクスとログを収集でき
ます。

b. AWS Distro for OpenTelemetry を使用すると、既存のアプリケーションのメトリクスを収集して、新
しいメトリクスの追加に利用できます。

c. Enterprise Support を利用している場合は、テクニカルアカウントマネージャーに、Building a 
Monitoring Strategy Workshop (モニタリング戦略策定ワークショップ) を申し込むことができます。
このワークショップは、ワークロードのオブザーバビリティ戦略策定の支援となります。

2. ワークロードのメトリクスを一元的なプラットフォームに収集します。ワークロードのメトリクスが別
のプラットフォームに分割されている場合は、傾向の分析と構築が困難となる場合があります。プラッ
トフォームには、ダッシュボードと分析機能が必要です。
a. Amazon CloudWatch を使用して、ワークロードのメトリクスを収集して保存できます。マルチアカ

ウントトポロジの場合、ログアーカイブアカウントと呼ばれる一元的なロギングとモニタリングアカ
ウントの使用をお勧めします。

3. ワークロードメトリクスの統合ダッシュボードを構築します。このビューをメトリクスのレビューと傾
向の分析に使用します。
a. カスタム CloudWatch ダッシュボードを作成して、ワークロードのメトリクスを統合ビューで収集で

きます。
4. ワークロードメトリクスのレビュープロセスを導入します。技術担当者および非技術担当者を含むス

テークホルダーと共に、毎週、隔週、または毎月の頻度でワークロードのメトリクスを確認します。こ
のようなレビューセッションを使用すると、傾向を特定し、ワークロードの正常性に関するインサイト
を獲得できます。

実装計画に必要な工数レベル: 高。ワークロードのメトリクスが一元的に収集されていない場合、単一のプ
ラットフォームに統合するには多額の投資が必要になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS08-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する (p. 81) - ワークロードのメトリクスを選択する前
に、主要業績評価指標 (KPI) を特定する必要があります。

• OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する (p. 82) - 収集と分析を行う前に、ワークロード
のメトリクスを定義する必要があります。

関連するドキュメント:

• Power operational insights with Amazon QuickSight  (Amazon QuickSight を使用して運用上のインサイ
トを活用する)
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• Using Amazon CloudWatch dashboards custom widgets  (Amazon CloudWatch ダッシュボードでのカス
タムウィジェットの使用)

関連動画:

• Create Cross Account & Cross Region CloudWatch Dashboards (クロスアカウントとクロスリージョン
の CloudWatch ダッシュボードを作成する)

• Monitor AWS Resources Using Amazon CloudWatch Dashboards  (Amazon CloudWatch ダッシュボー
ドを使用して AWS リソースをモニタリングする)

関連する例:

• AWS 管理とガバナンスツールワークショップ - CloudWatch ダッシュボード
• Well-Architected Labs - Level 100: Monitoring with CloudWatch Dashboards (Well-Architected ラボ - レ

ベル 100: Amazon CloudWatch ダッシュボードを使用したモニタリング)

関連サービス:

• Amazon CloudWatch
• AWS Distro for OpenTelemetry

OPS08-BP04 ワークロードメトリクスのベースライン
を設定する
ワークロードメトリクスのベースラインを設定すると、ワークロードの正常性とパフォーマンスの把握に
つながります。ベースラインを使用すると、パフォーマンスが低下しているか過剰になっているアプリ
ケーションとコンポーネントを特定できます。ワークロードのベースラインを設定することにより、問題
がインシデントになる前に軽減できるようになります。ベースラインは、アクティビティのパターンを開
発し、メトリクスが期待値から逸脱した場合の異常検出を実装するための基盤となります。

期待される成果:

• 通常の状況におけるワークロードのベースラインレベルのメトリクスが設定されており、
• ワークロードが正常に機能しているかどうかを判断できます。

一般的なアンチパターン:

• 新しい機能のデプロイ後、リクエストのレイテンシーの急激なドロップが発生しました。処理済みのリ
クエストと全体的なレイテンシーの複合メトリクスのベースラインは設定されておらず、変更により改
善がみられたのか、エラーが発生したのかを判断することができません。

• ユーザーアクティビティの突然なスパイクが発生しましたが、メトリクスのベースラインは設定され
ていません。このアクティビティのスパイクは、徐々にアプリケーションでのメモリーリークにつなが
り、最終的にワークロードがオフラインになってしまいます。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 主要なコンポーネントとアプリケーションのメトリクスを使用して、ワークロードのアクティビティの
通常のパターンを把握できます。

• ワークロード、ワークロードのアプリケーションとコンポーネントが正常に動作しているか、介入が必
要かどうかを判断できます。
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このベストプラクティスを確立しない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
履歴データを使用して、ワークロードのアプリケーションとコンポーネントのワークロードメトリクスの
ベースラインを設定します。メトリクスのベースラインをメトリクスのレビューミーティングとトラブル
シューティングで活用します。ワークロードのパフォーマンスを定期的に確認し、ベースラインをアーキ
テクチャの進化に合わせて調整します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、すべてのコンポーネントとアプリケーションのベースラインが設定されていま
す。AnyCompany Retail は、履歴データを使用して、2 か月のメトリクス期間にわたるワークロードメト
リクスのベースラインを作成しました。AnyCompany Retail では、2 か月ごとにベースラインを再評価し
て、実際のデータに基づいて調整をおこなっています。

実装手順

1. 履歴データを使用して、ワークロードのメトリクスからさかのぼって、主要なコンポーネントとアプリ
ケーションのメトリクスのベースラインを設定します。コンポーネントまたはアプリケーションごとの
メトリクス数を制限して、モニタリング疲れを回避します。
a. Amazon CloudWatch Metrics Insights を使用して、大規模なメトリクスをクエリして、傾向とパター

ンを特定します。
b. Amazon CloudWatch 異常検出は、機械学習アルゴリズムを使用して、メトリクスの動作パターンを

特定し、ベースラインを決定し、異常を検出します。
c. Amazon DevOps Guru は、機械学習を使用して、ワークロードの運用上の問題を検出する機能を提

供します。
d. Enterprise Support を利用している場合は、テクニカルアカウントマネージャーに、Building a 

Monitoring Strategy Workshop (モニタリング戦略策定ワークショップ) を申し込むことができます。
このワークショップは、ワークロードのオブザーバビリティ戦略策定の支援となります。

2. 特に重要なビジネスイベントの前に、ワークロードのメトリクスのベースラインを定期的に確認するメ
カニズムを導入します。少なくとも四半期に 1 回、履歴データを使用してワークロードのメトリクスの
ベースラインを評価します。メトリクスレビューミーティングでは、このベースラインを使用します。

実装計画に必要な工数レベル: 低。ワークロードのメトリクスが定まったら、ベースラインを設定するうえ
で、通常の動作パターンを特定するために十分なデータを収集する必要がある場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS08-BP02 ワークロードのメトリクスを定義する (p. 82) - ベースラインを設定する前に、まず
ワークロードのメトリクスを決定する必要があります。

• OPS08-BP03 ワークロードメトリクスを収集および分析する (p. 84) - メトリクスのベースラインを
設定する前に、ワークロードのメトリクスを収集して分析する必要があります。

• OPS08-BP05 ワークロードに対して予想されるアクティビティのパターンを知る (p. 88) - このベス
トプラクティスは、ベースラインを基盤に構築され、使用傾向を明らかにします。

• OPS08-BP06 ワークロードの結果にリスクがある場合に警告する (p. 89) - しきい値の特定とアラー
トの作成には、メトリクスのベースラインが必要となります。

• OPS08-BP07 ワークロードの異常が検出された場合に警告する (p. 90) - 異常検出には、メトリクス
のベースラインが設定されている必要があります。

関連するドキュメント:
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されるアクティビティのパターンを知る

• AWS Observability Best Practices - Alarms (AWS のオブザーバビリティのベストプラクティス - アラー
ム)

• アプリケーションを効率的にモニタリングする方法
• How to set up CloudWatch Anomaly Detection to set dynamic alarms, automate actions, and drive online 

sales (CloudWatch 異常検出をセットアップして、動的アラームを設定し、アクションを自動化し、オ
ンライン販売を促進する方法)

• Operationalizing CloudWatch Anomaly Detection  (CloudWatch 異常検出を運用化する)

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: Monitoring production services at Amazon (AWS re:Invent 2020: Amazon における
本稼働サービスのモニタリング)

• AWS re:Invent 2021- Get insights from operational metrics at scale with CloudWatch Metrics Insights
(AWS re:Invent 2021- CloudWatch Metrics Insights を使用して、大規模に運用メトリクスからインサイ
トを取得する)

• AWS re:Invent 2022 - Developing an observability strategy (COP302) (AWS re:Invent 2022 - オブザーバ
ビリティ戦略を策定する (COP302))

• AWS Summit DC 2022 - Monitoring and observability for modern applications (AWS Summit DC 2022 - 
モダンアプリケーションのモニタリングとオブザーバビリティ)

• AWS Summit SF 2022 - Full-stack observability and application monitoring with AWS (COP310) (AWS 
Summit DC 2022 - AWS を使用したフルスタックオブザーバビリティとアプリケーションモニタリング 
(COP310))

関連する例:

• AWS CloudTrail and Amazon CloudWatch Integration Workshop (AWS CloudTrail と Amazon 
CloudWatch の統合ワークショップ)

関連サービス:

• Amazon CloudWatch
• Amazon DevOps Guru

OPS08-BP05 ワークロードに対して予想されるアク
ティビティのパターンを知る
ワークロードアクティビティのパターンを確立して異常な動作を識別し、必要に応じて適切に対応できる
ようにします。

CloudWatch Anomaly Detection 機能を使用した CloudWatch は、 統計および機械学習アルゴリズムを適
用して、通常のメトリクスの動作を表す予想値の範囲を生成します。

Amazon DevOps Guru を使用して、 イベントの関連性、ログ分析、ワークロードテレメトリー分析への機
械学習の適用によって、異常な動作を検出できます。予期しない動作が検出された場合、 当該動作に対処
するためのレコメンデーションを含む 関連メトリクスとイベントを提供します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ネットワーク使用率のログを確認しています。このとき、ネットワーク使用率が午前 11 時 
30 分から午後 1 時 30 分まで増加し、午後 4 時 30 分から午後 6 時 00 分まで再び増加していることに
気づきます。あなたには、これを正常とみなすべきかどうかがわかりません。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS08-BP06 ワークロードの結
果にリスクがある場合に警告する

• ウェブサーバーは、毎日午前 3 時に再起動します。あなたには、これが予期される動作であるかどうか
がわかりません。

このベストプラクティスを活用するメリット: 動作パターンを学習することで、予期しない動作を認識し、
必要に応じてアクションを実行できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• ワークロードに対して予想されるアクティビティのパターンを知る: ワークロードアクティビティのパ

ターンを確立すると、行動が期待値から外れるタイミングを把握し、必要に応じて適切に対応できるよ
うになります。

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon DevOps Guru
• CloudWatch Anomaly Detection

OPS08-BP06 ワークロードの結果にリスクがある場合
に警告する
ワークロードの結果にリスクがある場合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させま
す。

理想的には、警告の対象となるメトリクスのしきい値、または自動応答をトリガーするために使用できる
イベントを前もって指定しておきます。

AWS では、 Amazon CloudWatch Synthetics を使用して 顧客と同じアクションを実行することで、エン
ドポイントと API をモニタリングするための Canary スクリプトを作成できます。生成されたテレメト
リーと 得られたインサイトを使用して、 顧客が影響を受ける前に問題を特定できます。

また、 CloudWatch Logs Insights を使用して、 専用のクエリ言語によりログデータをインタラクティブに
検索および分析することもできます。CloudWatch Logs Insights は、 AWS のサービスおよび JSON のカ
スタムログイベントからの ログのフィールドを自動的に検出します。ログボリュームとクエリの複雑さに
応じてスケールし、数秒で回答が得られるため、インシデントの原因となる要因の検索に役立ちます。

一般的なアンチパターン:

• ネットワーク接続がありません。誰も気づいていません。理由を特定しようとしたり、接続を復元する
ためのアクションを採ろうとしたりする人はいません。

• パッチの適用後、永続的なインスタンスが使用できなくなり、ユーザーの操作を中断します。ユーザー
がサポートケースをオープンしました。誰にも通知されていません。アクションを採ろうとしている人
はいません。

このベストプラクティスを活用するメリット: ビジネス上の成果にリスクがあることを特定し、アクション
が実行されるべきことをアラートすることで、インシデントの影響を防止または軽減する機会を得られま
す。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS08-BP07 ワークロードの異
常が検出された場合に警告する

実装のガイダンス
• ワークロードの結果にリスクがある場合にアラートを出す: ワークロードの結果にリスクがある場合、必

要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。
• Amazon CloudWatch Events とは
• Amazon CloudWatch アラームの作成
• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch Synthetics
• CloudWatch Logs Insights
• Amazon CloudWatch アラームの作成
• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し
• Amazon CloudWatch Events とは

OPS08-BP07 ワークロードの異常が検出された場合に
警告する
ワークロードの異常が検出された場合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させま
す。

時間をかけてワークロードメトリクスを分析すると、イベントを定義したり、それに応じてアラームを発
生させるために十分に定量化できる行動パターンが確立されることがあります。

トレーニングが完了すると、 CloudWatch Anomaly Detection  機能を使用して、 検出された異常を警告し
たり、 メトリクスデータのグラフに重ねて 予想値を渡して 継続的な比較を行うことができます。

一般的なアンチパターン:

• 小売業のウェブサイトの売上が急激かつ劇的に増加しました。誰も気づいていません。誰もこの急増の
原因を特定しようとしていません。負荷が増える中で、質の高いカスタマーエクスペリエンスを確保す
るための措置を講じている人はいません。

• パッチの適用後、永続的なサーバーが頻繁に再起動し、ユーザーの操作を中断します。サーバーは通
常、最大 3 回まで再起動しますが、それを超えては再起動しません。誰も気づいていません。これが生
じている理由を誰も特定しようとしていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: ワークロードの動作パターンを理解することで、予期しない
動作を特定し、必要に応じてアクションを実行できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• ワークロードの異常が検出された場合にアラートを出す: ワークロードの異常が検出された場合、必要に

応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。
• Amazon CloudWatch Events とは
• Amazon CloudWatch アラームの作成
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS08-BP08 KPI とメトリクスの
成果の達成度と有効性を検証する

• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch アラームの作成
• CloudWatch Anomaly Detection
• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し
• Amazon CloudWatch Events とは

OPS08-BP08 KPI とメトリクスの成果の達成度と有効
性を検証する
ワークロードオペレーションに対するビジネスレベルの視点を確立すると、ニーズを満足しているかどう
かを判断したり、ビジネス目標を達成するために改善が必要な領域を特定したりできます。KPI とメトリ
クスの有効性を検証し、必要に応じて修正します。

また、AWS は、AWS のサービス API や SDK を介してサードパーティーのログ分析システム 
(Grafana、Kibana、Logstash など) やビジネスインテリジェンスツールもサポートしています。

一般的なアンチパターン:

• これまで、ページの応答時間は、顧客満足度に対する貢献要因であると考えられたことはありません。
あなたは、ページの応答時間のメトリクスまたはしきい値を確立したことがありません。顧客は、「遅
さ」について苦情を申し立てています。

• あなたは、最小応答時間の目標を達成したことはありません。あなたは、応答時間を短縮するために、
アプリケーションサーバーをスケールアップしました。応答時間の目標を大幅に超過することになり、
また、支払っている容量の未使用部分も大幅に増加しました。

このベストプラクティスを活用するメリット: KPI とメトリクスを確認して修正することで、ワークロード
がビジネス成果の達成をどのようにサポートしているかを理解し、ビジネス目標を達成するために改善が
必要な場所を特定できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する: ワークロード運用に対するビジネスレベルの視点

を確立すると、ニーズを満たしているかどうかを判断したり、ビジネス目標を達成するために改善が必
要な領域を特定したりできます。KPI とメトリクスの有効性を検証し、必要に応じて修正します。
• Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用
• ログ分析とは

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用
• ログ分析とは
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
運用状態の把握

運用状態の把握
運用メトリクスを定義、キャプチャ、分析してワークロードイベントを可視化し、適切なアクションを実
行できるようにします。

チームは、運用状態を容易に理解できる必要があります。運用の成果に基づくメトリクスを使用して、有
益なインサイトを得ることができます。これらのメトリクスを使用して、チームメンバーが情報に基づい
た意思決定を行うのに役立つ、ビジネス上ならびに技術上の観点を備えたダッシュボードを実装する必要
があります。

AWS では、オペレーションログの統合と分析が簡単にできるため、メトリクスの生成、運用状況の把握、
経時的な運用のインサイトを得ることができます。

ベストプラクティス
• OPS09-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する (p. 92)
• OPS09-BP02 運用メトリクスを定義する (p. 92)
• OPS09-BP03 運用メトリクスを収集し、分析する (p. 93)
• OPS09-BP04 運用メトリクスの基準値を設定する (p. 94)
• OPS09-BP05 運用に対して予想されるアクティビティのパターンを知る (p. 95)
• OPS09-BP06 オペレーションの結果にリスクがある場合に警告する (p. 95)
• OPS09-BP07 運用の異常が検出された場合に警告する (p. 98)
• OPS09-BP08 KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する (p. 99)

OPS09-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する
希望するビジネスの成果 (新機能など) とお客様の成果 (カスタマーサポートケースなど) に基づいて、主要
業績指標 (KPI) を特定します。KPI を評価して、オペレーションの成功を判別します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ビジネスリーダーから、オペレーションがビジネス目標をどのように達成したかを尋ねられ
ますが、寄与度を判断するための基準となる枠組みがありません。

• あなたは、メンテナンスウィンドウがビジネスの成果に影響しているかどうかを判断できません。

このベストプラクティスを活用するメリット: オペレーションの正常性と成功のテストとして、主要業績評
価指標を特定することで、ビジネス成果を達成できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 主要業績評価指標 (KPI) を特定する: ビジネスおよび顧客が求める成果に基づいて、主要業績評価指標 

(KPI) を特定します。KPI を評価して、オペレーションの成功を判別します。

OPS09-BP02 運用メトリクスを定義する
運用メトリクスを定義して、KPI の達成度 (デプロイの成功、失敗したデプロイなど) を測定します。運用
アクティビティの正常性を測定する運用メトリクスを定義します (たとえば、インシデントを検出する平
均時間 (MTTD)、インシデントからの平均復旧時間 (MTTR) など)。メトリクスを評価して、運用アクティ
ビティが必要な成果に達しているかを判定し、運用の正常性を把握します。

一般的なアンチパターン:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS09-BP03 運用メトリクスを収集し、分析する

• 運用メトリクスは、チームが合理的であると考える内容に基づいています。
• メトリクスの計算にエラーがあり、誤った結果が生成されます。
• あなたは、運用アクティビティに対して定義されたメトリクスを備えていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: 運用メトリクスを定義して評価することで、運用アクティビ
ティの状態を判断し、ビジネス成果の達成を測定できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 運用メトリクスを定義する: KPI の達成度を測定するため、運用メトリクスを定義します。運用メトリ

クスを定義して、運用とそのアクティビティの正常性を測定します。メトリクスを評価して、オペレー
ションが必要な成果に達しているかを判定し、オペレーションの正常性を把握します。
• カスタムメトリクスをパブリッシュする
• ログデータの検索およびフィルタリング
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス

リソース
関連するドキュメント:

• AWS Answers: 集中ログ記録
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス
• Amazon CloudWatch Events を使用してパイプラインの状態変化を検出し対処する
• カスタムメトリクスをパブリッシュする
• ログデータの検索およびフィルタリング

関連動画:

• モニタリング計画を立てる

OPS09-BP03 運用メトリクスを収集し、分析する
メトリクスのプロアクティブなレビューを定期的に行うと、傾向を把握し、適切な対応が必要な領域を特
定できます。

運用アクティビティと運用 API コールの実行から、CloudWatch Logs などのサービスにログデータを集約
する必要があります。必要なログコンテンツの観測からメトリクスを生成して、運用アクティビティのパ
フォーマンスのインサイトを得られるようにします。

AWS では、 ログデータを Amazon S3 に エクスポートしたり、 ログ を Amazon S3 に直接送信して、
長期保存したりできます。分析のために、 AWS Glueを使用すると、Amazon S3 でログデータを検出
して準備し、関連するメタデータを AWSAWS Glue Data Catalog に保存できます。 Amazon Athena で
は、AWS Glue とのネイティブな統合により、ログデータを分析し、標準 SQL を使用してクエリを実行で
きます。Amazon QuickSight などのビジネスインテリジェンスツール を使用して、 データを可視化、調
査、分析することができます。

一般的なアンチパターン:

• 新機能の継続的な提供は、主要業績評価指標とみなされます。あなたは、デプロイの発生頻度を測定す
る方法を備えていません。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS09-BP04 運用メトリクスの基準値を設定する

• あなたは、デプロイ、ロールバックされたデプロイ、パッチ、およびロールバックされたパッチをログ
に記録して、運用アクティビティを追跡しますが、メトリクスを確認する人はいません。

• あなたは、システムがデプロイされ、ユーザーがいないときに、15 分間の復旧時間以内に失われた
デーベースを復旧することを目標として課せられました。このシステムは 2 年間運用されており、現在 
10,000 人のユーザーがいます。最近の復旧には 2 時間以上かかりました。これは記録されておらず、誰
も認識していません。

このベストプラクティスを活用するメリット: 運用メトリクスを収集して分析することで、運用の状態を把
握し、運用やビジネス成果の達成に影響を与える可能性のある傾向について洞察を得ることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• 運用のメトリクスを収集および分析する: メトリクスのプロアクティブなレビューを定期的に行うと、傾

向を把握し、適切な対応が必要な領域を特定できます。
• Amazon CloudWatch メトリクスの使用
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス
• CloudWatch エージェントを使用した Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからのメト

リクスとログの収集

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon Athena
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス
• Amazon QuickSight
• AWS Glue
• AWSAWS Glue Data Catalog に保存できます
• CloudWatch エージェントを使用した Amazon EC2 インスタンスとオンプレミスサーバーからのメトリ

クスとログの収集
• Amazon CloudWatch メトリクスの使用

OPS09-BP04 運用メトリクスの基準値を設定する
運用アクティビティのパフォーマンスを比較し、過不足を特定する基準となる期待値として、メトリクス
に対する基準値を設定します。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、デプロイに必要な時間について尋ねられました。あなたは、デプロイにかかる時間を測定し
ておらず、予想時間を判断できません。

• あなたは、アプリケーションサーバーの問題から復旧するまでにどれくらいの時間がかかるかを尋ねら
れました。あなたは、顧客の最初の連絡から復旧までの時間についての情報を持っていません。あなた
は、モニタリングを通じて問題を最初に特定した時点から復旧までの時間についての情報を持っていま
せん。

• あなたは、週末に必要となるサポート担当者の数を尋ねられました。あなたは、週末に発生するサポー
トケースの一般的な数がわからず、予測を示すことができません。

• あなたは、システムがデプロイされ、ユーザーがいないときに、15 分間の復旧時間以内に失われた
デーベースを復旧することを目標として課せられました。このシステムは 2 年間運用されており、現在 
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10,000 人のユーザーがいます。あなたは、データベースの時間がどのように変化してきているかについ
ての情報を持っていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: ベースラインメトリクス値を定義することで、現在のメトリ
クス値とメトリクスの傾向を評価し、アクションが必要かどうかを判断できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 運用に対して予想されるアクティビティのパターンを知る: 運用アクティビティのパターンを確立する

と、動作が期待値から外れるタイミングを把握し、必要に応じて適切に対応できるようになります。

OPS09-BP05 運用に対して予想されるアクティビティ
のパターンを知る
運用アクティビティのパターンを確立して異常なアクティビティを識別し、必要に応じて適切に対応でき
るようにします。

一般的なアンチパターン:

• あなたのデプロイ失敗率は、最近大幅に増加しました。あなたは、各障害に個別に対処しています。あ
なたは、失敗が、デプロイ管理システムに慣れていない新入社員によるデプロイに原因があることに気
づいていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: 動作パターンを学習することで、予期しない動作を認識し、
必要に応じてアクションを実行できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 運用に対して予想されるアクティビティのパターンを知る: 運用アクティビティのパターンを確立する

と、動作が期待値から外れるタイミングを把握し、必要に応じて適切に対応できるようになります。

OPS09-BP06 オペレーションの結果にリスクがある場
合に警告する
オペレーションの結果にリスクがある場合は、アラートを送信し、それに対処する必要があります。オペ
レーションの結果とは、本番稼働のワークロードをサポートするすべてのアクティビティを指します。こ
れには、アプリケーションの新しいバージョンのデプロイから障害の復旧に至るまで、すべてのアクティ
ビティが含まれます。オペレーションの結果は、ビジネスの成果と同等の重要度で対応する必要がありま
す。

ソフトウェアチームは、主要なオペレーションメトリクスとアクティビティを特定し、それらに対するア
ラートを構築する必要があります。適切なタイミングでアラートを送信し、アラートは実行可能なもので
ある必要があります。アラートを送信する際は、対応するランブックまたはプレイブックへの参照を含め
る必要があります。対応するアクションがないアラートは、以下につながる可能性があります。

期待される成果: オペレーションのアクティビティにリスクがある場合、アクションを促すためのアラート
が送信されます。このアラートにはアラートが送信された理由のコンテキストが含まれます。また、調査
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を行うためのプレイブック、またはアラートを緩和するためのランブックへの参照が含まれます。可能な
場合、ランブックは自動化し、通知を送信します。

一般的なアンチパターン:

• インシデントの調査が行われ、サポートケースが作成されています。サポートケースはサービスレベル
アグリーメント (SLA) に違反していますが、アラートは送信されていません。

• 本番稼働へのデプロイは深夜に予定されていましたが、直前の変更によりデプロイが遅れました。ア
ラートは送信されず、デプロイは完了しませんでした。

• 本番稼働に障害が発生しましたが、アラートは送信されませんでした。
• デプロイ時間には頻繁に遅延が生じています。調査は行われていません。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• オペレーションの結果にリスクがある場合にアラートを送信することで、問題が発生する前にワーク
ロードをサポートする能力を高めることができます。

• 正常なオペレーションの結果によって、ビジネス成果を改善できます。
• オペレーションの問題の検出と問題への対応を改善できます。
• 全体的なオペレーションの正常性が向上します。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
オペレーションの結果に関するアラートを送信する前に、オペレーションの結果を定義する必要がありま
す。組織にとって最も重要なオペレーションアクティビティを定義することから始めます。それは、本番
稼働へのデプロイを 2 時間以内に終えることでしょうか？それとも、決められた時間内にサポートケース
に対応することでしょうか？ 組織は、主要なオペレーションアクティビティを監視、改善、およびそれら
に関するアラートを送信するために、主要なオペレーションアクティビティとそれらを計測する方法を定
義する必要があります。ワークロードとオペレーションのテレメトリを保存し分析するための、一元的な
場所が必要です。同じ仕組みを使用して、オペレーションの結果にリスクがある場合に、アラートを送信
します。

顧客の事例

AnyCompany Retail のルーティンデプロイ中に CloudWatch アラームがトリガーされました。デプロイの
リードタイムは予定を超えてしまい、Amazon EventBridge によって AWS Systems Manager OpsCenter 
で OpsItem が作成されました。クラウドオペレーションチームは、プレイブックを使用して問題を調査
し、スキーマの変更が想定よりも長くかかっていることを特定しました。彼らはオンコール開発者にア
ラートを送信し、デプロイの監視を続けました。デプロイの完了後、クラウドオペレーションチームは 
OpsItem を解決しました。チームは事後分析でインシデントを分析する予定です。

実装手順
1. オペレーションの KPI、メトリクス、およびアクティビティを特定していない場合、この質問に対する

ベストプラクティスを採用します (OPS09-BP01 から OPS09-BP05)。
• エンタープライズサポートのある AWS Support カスタマーは、 テクニカルアカウントマネージャー

から オペレーション KPI ワークショップを リクエストできます 。このコラボレーティブワーク
ショップは、ビジネス目標に沿ったオペレーション KPI やメトリクスの定義に役立ちます。追加の費
用はありません。詳細については、担当のテクニカルアカウントマネージャーにお問い合わせくださ
い。

2. オペレーションアクティビティ、KPI、メトリクスの確立後、可観測性プラットフォームでアラートを
構成します。プレイブックやランブックと同様に、アラートには関連するアクションが必要です。アク
ションを伴わないアラートは避けてください。
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3. 時間の経過とともに、オペレーションメトリクス、KPI、アクティビティを評価し、改善の領域を特定
します。フィードバックをオペレーターからのランブックとプレイブックに反映し、アラートへの対応
を改善できる領域を特定します。

4. アラートには、アラートを誤検出としてフラグを付けるための仕組みを含める必要があります。これ
は、メトリクスのしきい値のレビューにつながります。

実装計画に必要な工数レベル: 中。このベストプラクティスを採用する前に、採用が必要ないくつかのベス
トプラクティスがあります。オペレーターアクティビティを特定し、オペレーション KPI を確立したら、
アラートを作成します。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS02-BP03 パフォーマンスに責任を持つ所有者が運用アクティビティに存在する (p. 23): すべてのオ
ペレーションアクティビティおよび結果に対して責任を持つ所有者を特定する必要があります。オペ
レーションの結果にリスクがある場合、アラートは所有者に送信されます。

• OPS03-BP02 チームメンバーに、結果にリスクがあるときにアクションを実行する権限が付与されてい
る (p. 28): チームは、アラートが送信された際に問題に対応するエージェンシーを用意する必要があり
ます。

• OPS09-BP01 主要業績評価指標 (KPI) を特定する (p. 92): オペレーションの結果に関するアラート
は、オペレーション KPI を特定することから開始されます。

• OPS09-BP02 運用メトリクスを定義する (p. 92): アラートを生成し始める前に、このベストプラク
ティスを確立します。

• OPS09-BP03 運用メトリクスを収集し、分析する (p. 93): アラートを構築するには、オペレーション
メトリクスを一元的に収集する必要があります。

• OPS09-BP04 運用メトリクスの基準値を設定する (p. 94): オペレーションメトリクスは、アラートを
調整しアラート疲れを防ぐための基準を提供します。

• OPS09-BP05 運用に対して予想されるアクティビティのパターンを知る (p. 95): オペレーションイベ
ントのアクティビティパターンを理解することで、アラートの精度を高められます。

• OPS09-BP08 KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する (p. 99): オペレーションの結果の
成果を評価して、KPI とメトリクスが正しいことを確認します。

• OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する (p. 103): すべてのアラートには関連するランブック
またはプレイブックが必要で、アラートを受け取る担当者にコンテキストを提供する必要があります。

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113): アラート後の事後分析を実施し、改善の領域
を特定します。

関連するドキュメント:

• AWS デプロイパイプラインリファレンスアーキテクチャ: アプリケーションパイプラインアーキテク
チャ

• GitLab: アジャイル/DevOps メトリクスの使用を開始する

関連動画:

• AWS Systems Manager OpsCenter を使用したオペレーションの問題の収集と解決
• AWS Systems Manager OpsCenter と Amazon CloudWatch アラームの統合
• Amazon EventBridge を使用して AWS Systems Manager OpsCenter にデータソースを統合する

関連サンプル:
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• Automate remediation actions for Amazon EC2 notifications and beyond using Amazon EC2 Systems 
Manager Automation and AWS Health

• AWS 管理とガバナンスツールワークショップ - オペレーション 2022
• AWS の DevOps モニタリングダッシュボードでメトリクスの取り込み、分析、視覚化を行う

関連サービス:

• Amazon EventBridge
• AWS Support プロアクティブサービス - オペレーション KPI ワークショップ
• AWS Systems Manager OpsCenter
• CloudWatch イベント

OPS09-BP07 運用の異常が検出された場合に警告する
運用の異常が検出された場合、必要に応じて適切な対応ができるよう、アラートを発生させます。

時間をかけて運用メトリクスを分析すると、イベントを定義したり、それに応じてアラームを発生させる
ために十分に定量化できる動作パターンが確立される可能性があります。

トレーニングが完了すると、 CloudWatch Anomaly Detection  機能を使用して、 検出された異常を警告し
たり、 メトリクスデータのグラフに重ねて 予想値を渡して 継続的な比較を行うことができます。

Amazon DevOps Guru を使用して、 イベントの関連性、ログ分析、ワークロードテレメトリー分析への機
械学習の適用によって、異常な動作を検出できます。取得した インサイトは、 関連データとレコメンデー
ションとともに表示されます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、インスタンスのフリートにパッチを適用しようとしています。テスト環境では、パッチが正
常にテストされました。フリート内のインスタンスの大部分でパッチが失敗しています。あなたは、何
らのアクションも行っていません。

• あなたは、金曜日の終わりから始まるデプロイがあることに気づいています。組織は、火曜日と木曜日
のメンテナンスウィンドウを事前定義しています。あなたは、何らのアクションも行っていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: 運用の動作パターンを理解することで、予期しない動作を特
定し、必要に応じてアクションを実行できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 運用の異常が検出された場合にアラートを出す: 運用の異常が検出された場合、必要に応じて適切な対応

ができるよう、警告を発生させます。
• Amazon CloudWatch Events とは
• Amazon CloudWatch アラームの作成
• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon DevOps Guru
• CloudWatch Anomaly Detection
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• Amazon CloudWatch アラームの作成
• Amazon CloudWatch Events を使用してパイプラインの状態変化を検出し対処する
• Amazon SNS 通知を使用した Lambda 関数の呼び出し
• Amazon CloudWatch Events とは

OPS09-BP08 KPI とメトリクスの成果の達成度と有効
性を検証する
オペレーションアクティビティに対するビジネスレベルの視点を確立すると、ニーズを満足しているかど
うかを判断したり、ビジネス目標を達成するために改善が必要な領域を特定したりできます。KPI とメト
リクスの有効性を検証し、必要に応じて修正します。

また、AWS は、AWS のサービス API や SDK を介してサードパーティーのログ分析システム 
(Grafana、Kibana、Logstash など) やビジネスインテリジェンスツールもサポートしています。

一般的なアンチパターン:

• 開発チームの数が増えるにつれて、デプロイの頻度が増加しています。定義された予想デプロイ数は 1 
週間に 1 回です。あなたは、毎日定期的にデプロイしています。デプロイシステムに問題があり、デプ
ロイが不可能な場合、それが検出されるのは数日後です。

• 以前、あなたの会社では、月曜日から金曜日までの営業時間中にのみサポートを提供していました。あ
なたは、インシデントについて、「翌営業日」の応答時間の目標を設定しました。最近、あなたは、2 
時間の応答時間の目標で 24 時間年中無休のサポートを提供し始めました。夜勤のスタッフは対応しき
れておらず、顧客は不満を感じています。報告は「翌営業日」のターゲットに対して行われているの
で、インシデントへの応答時間に問題があることは示唆されていません。

このベストプラクティスを活用するメリット: KPI とメトリクスを確認して修正することで、ワークロード
がビジネス成果の達成をどのようにサポートしているかを理解し、ビジネス目標を達成するために改善が
必要な場所を特定できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• KPI とメトリクスの成果の達成度と有効性を検証する: 運用に対するビジネスレベルの視点を確立する

と、ニーズを満たしているかどうかを判断したり、ビジネス目標を達成するために改善が必要な領域を
特定したりできます。KPI とメトリクスの有効性を検証し、必要に応じて修正します。
• Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用
• ログ分析とは

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用
• ログ分析とは

イベントへの対応
計画 (販売促進、デプロイメント、障害テストなど) と計画外 (稼働率の急増やコンポーネントの障害など) 
の両方の運用イベントを予測する必要があります。既存のランブックとプレイブックを使用して、アラー
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP01 イベント、インシデン
ト、問題管理のプロセスを使用する

トに対応するときに一貫した結果を提供する必要があります。定義されたアラートは、応答とエスカレー
ションに責任を負う役割またはチームが所有する必要があります。また、システムコンポーネントのビジ
ネスへの影響を把握し、必要に応じてこれを活用して作業の的を絞ることもできます。イベントの後に根
本原因の分析 (RCA) を実行し、失敗の再発を防止したり、回避策を文書化したりする必要があります。

AWS は、ワークロードと運用のすべての側面をコードとしてサポートするツールを提供することで、イベ
ント対応を簡素化します。これらのツールを使用すると、運用イベントへの対応をスクリプト化し、モニ
タリングデータに対応して実行をトリガーできます。

AWS では、障害が発生したコンポーネントを修復しようとするよりも、既知の正常なバージョンに置き換
えることで、復旧時間を短縮できます。その後、障害が発生したリソースの分析を実行できます。

ベストプラクティス
• OPS10-BP01 イベント、インシデント、問題管理のプロセスを使用する (p. 100)
• OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する (p. 103)
• OPS10-BP03 ビジネスへの影響に基づいて運用上のイベントの優先度を決定する (p. 104)
• OPS10-BP04 エスカレーション経路を決定する (p. 104)
• OPS10-BP05 システム停止時の顧客コミュニケーション計画を定義する (p. 105)
• OPS10-BP06 ダッシュボードでステータスを知らせる (p. 108)
• OPS10-BP07 イベントへの対応を自動化する (p. 109)

OPS10-BP01 イベント、インシデント、問題管理のプ
ロセスを使用する
組織には、イベント、インシデント、問題を扱うためのプロセスがあります。イベント は、ワークロード
で発生しますが、必ずしも介入を必要としない出来事です。インシデント は、介入を必要とするイベント
です。 問題 は、介入しなければ解決できない、繰り返し発生するイベントです。これらのイベントがビジ
ネスに与える影響を軽減し、適切に対応できるようにするためのプロセスが必要です。

ワークロードにインシデントや問題が発生したとき、それらを処理するためのプロセスが必要です。イベ
ントの状況を関係者にどのように伝えますか。 対応をだれが監督しますか。 イベントの緩和に使用する
ツールは何ですか。 これらは、確実な対応策を講じるために必要な質問の一例です。

プロセスは一元的に文書化し、ワークロードに関わる誰もが利用できるようにする必要があります。も
し、一元的な Wiki や ドキュメントの保管場所がない場合は、バージョン管理リポジトリを使用すること
ができます。プロセスの進化につれて、これらのプランを最新に保ちます。

問題は、オートメーションの候補です。これらのイベントが発生すると、イノベーションにかける時間が
奪われます。問題を軽減するための繰り返し可能なプロセスから始めましょう。時間をかけて、軽減策の
オートメーション化または根本的な問題の解決に注力します。そうすることで、ワークロードの改善に充
てる時間を確保することができます。

期待される成果: 組織には、イベント、インシデント、問題を扱うためのプロセスがあります。これらのプ
ロセスは文書化され、一元的に保管されます。プロセスの変化につれて更新されます。

一般的なアンチパターン:

• インシデントが週末に発生すると、オンコールエンジニアはどうしてよいかわかりません。
• 顧客からアプリケーションがダウンしたという E メールが送られてきます。修正するためにサーバーを

再起動します。これが頻繁に起きます。
• 複数のチームが解決のために個別に取り組んでいるインシデントがあります。
• ワークロードで、記録されることなくデプロイが行われます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP01 イベント、インシデン
ト、問題管理のプロセスを使用する

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードのイベントの監査証跡ができます。
• インシデントからの復旧時間が短縮されます。
• チームメンバーは一貫した方法でインシデントと問題を解決できます。
• インシデントを調査するときに、より総合的に取り組むことができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
このベストプラクティスを実装すると、ワークロードイベントを追跡することになります。インシデント
と問題を扱うためのプロセスができます。プロセスは文書化され、共有され、頻繁に更新されます。問題
が特定され、優先順位が付けられ、修正されます。

顧客の事例

AnyCompany Retail では、社内 Wiki の一部がイベント、インシデント、問題管理のためのプロセス専用
になっています。 すべてのイベントは以下に送信されます : Amazon EventBridge.問題は AWS Systems 
Manager OpsCenter で OpsItem として特定され、優先的に修正されるため、未分化な労力を削減するこ
とができます。プロセスが変化すると、社内 Wiki で更新されます。同社では、 AWS Systems Manager 
Incident Manager を使用してインシデントを管理し、緩和の取り組みを調整しています。

実装手順
1. イベント

• 人間の介入を必要としない場合でも、ワークロードで発生するイベントを追跡します。
• ワークロードの関係者と協力して、追跡すべきイベントのリストを作成します。例えば、デプロイの

完了やパッチ適用の成功などです。
• また、 Amazon EventBridge または Amazon Simple Notification Service などのサービスを使用して、

追跡するカスタムイベントを生成することができます。
2. インシデント

• インシデント発生時の情報伝達プランを明確にすることから始めましょう。どのような関係者に通
知する必要がありますか。 どのようにして情報を共有しますか。 誰が調整作業を監督しますか。 コ
ミュニケーションと調整のために、社内チャットチャネルを立ち上げることをお勧めします。

• 特にオンコールのローテーションがないチームの場合は、ワークロードをサポートするチームのエス
カレーションパスを定義しておきましょう。サポートレベルに基づいて、AWS Support に申請を行う
ことも可能です。

• インシデントを調査するためのプレイブックを作成します。これには、情報伝達プランや詳細な調査
手順が含まれている必要があります。調査には、 AWS Health Dashboard の確認を含めます。

• インシデント対応計画を文書化します。インシデント管理計画を伝達し、社内外の顧客がエンゲージ
メントのルールと何を期待されているのかを理解できるようにします。使用方法について、チームメ
ンバーをトレーニングします。

• 顧客は Incident Manager を使用してインシデント対応プランを設定し、管理できます。
• エンタープライズサポートのお客様は インシデント管理ワークショップ をテクニカルアカウントマ

ネージャーからリクエストできます。このガイド付きワークショップでは、既存のインシデント対応
計画をテストし、改善すべき点を明らかにすることができます。

3. 問題
• ITSM システムで問題を特定して、追跡する必要があります。
• 既知の問題をすべて特定し、修正作業とワークロードへの影響から優先順位を付けます。
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OPS10-BP01 イベント、インシデン
ト、問題管理のプロセスを使用する

• 影響が大きく、労力が少なくて済む問題から解決します。そのような問題が解決したら、影響が少な
く、労力が少なくて済む象限の問題に移ります。

• 専用のインフラストラクチャで Systems Manager OpsCenter を使用して、これらの問題を特定し、
ランブックをアタッチして、追跡します。

実装計画に必要な工数レベル: 中程度。このベストプラクティスを実装するには、プロセスとツールの両方
が必要です。プロセスを文書化し、ワークロードに関わる誰もが使用できるようにします。頻繁に更新し
ます。問題を管理し、問題を緩和または修正するためのプロセスがあります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する (p. 72): 既知の問題には、緩和作業に一貫性を持た
せるために、関連するランブックが必要です。

• OPS07-BP04 プレイブックを使用して問題を調査する (p. 74): インシデントはプレイブックを使用して
調査する必要があります。

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113): インシデントからの復旧後は、必ず事後分析
を実施します。

関連するドキュメント:

• Atlassian - DevOps 時代のインシデント管理
• AWS セキュリティインシデント対応ガイド
• DevOps および SRE 時代のインシデント管理
• PagerDuty - インシデント管理とは

関連動画:

• AWS re:Invent 2020: 分散組織におけるインシデント管理
• AWS re:Invent 2021: イベント駆動型アーキテクチャによる次世代アプリケーションの構築
• AWS Supports You | インシデント管理の机上演習を試す
• AWS Systems Manager Incident Manager - AWS 仮想ワークショップ
• AWS What's Next ft. Incident Manager | AWS イベント
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する

関連する例:

• AWS 管理とガバナンスツールワークショップ - OpsCenter
• AWS プロアクティブサービス - インシデント管理ワークショップ
• Amazon EventBridge によるイベント駆動型アプリケーションの構築
• AWS でのイベント駆動型アーキテクチャの構築

関連サービス:

• Amazon EventBridge
• Amazon SNS
• AWS Health Dashboard
• AWS Systems Manager Incident Manager
• AWS Systems Manager OpsCenter

OPS10-BP02 アラートごとにプロセスを用意する
アラートを発生させるイベントすべてに対して具体的な対応策 (ランブックやプレイブック) を定め、所有
者を明確に指定しておくようにします。こうすることで、運用上のイベントに対する効果的で迅速な対応
が可能になり、アクションの必要なイベントが重要度の低い通知に埋もれてしまうことを避けられます。

一般的なアンチパターン:

• モニタリングシステムは、他のメッセージとともに、承認された接続のストリームを表示します。メッ
セージの量が非常に大きいため、あなたは、介入を必要とする定期的なエラーメッセージを見逃しま
す。

• あなたは、ウェブサイトがダウンしている旨のアラートを受け取ります。このような状況が発生した場
合のプロセスは定義されていません。あなたは、アドホックのアプローチで問題を診断して解決しなけ
ればなりません。対応に当たりながらこのプロセスを開発すると、復旧までの時間が長くなります。

このベストプラクティスを確立するメリット: アクションが必要な場合にのみアラートを出すことで、低い
価値のアラートによって高い価値のアラートが見過ごされるのを防ぎます。アクション可能なアラートご
とにプロセスを設定することで、環境内のイベントに対して一貫した迅速な対応を可能にします。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• アラートを発するイベントには、明確に定義された対応策 (ランブックまたはプレイブック) が必要であ

り、成功裏に完了する責任を負う所有者 (例えば、個人、チーム、役割) が明確に特定されていなけれ
ばなりません。対応策が実際には自動で、または別のチームによって実行される場合でも、プロセスに
よって期待される成果を実現させる責任は所有者が持ちます。こうしたプロセスによって、運用上のイ
ベントに対する効果的で迅速な対応が可能になり、アクションの必要なイベントが重要度の低い通知に
埋もれてしまうことを避けられます。例えば、ウェブのフロントエンドをスケールする際にスケーリン
グが自動的に適用される場合でも、自動スケーリングのルールや制限をワークロードのニーズに適した
ものにすることは運用チームの責任になります。

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch の特徴
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP03 ビジネスへの影響に基づい
て運用上のイベントの優先度を決定する

• Amazon CloudWatch Events とは

関連動画:

• モニタリング計画を立てる

OPS10-BP03 ビジネスへの影響に基づいて運用上のイ
ベントの優先度を決定する
介入を必要とする複数のイベントが発生したときに、ビジネスにとって最重要なものから対応できるよう
にしておきます。影響の例として、死亡や傷害、経済的損失、評判や信用の低下などがあります。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、ユーザーのプリンター設定を追加するサポートリクエストを受け取ります。問題に対応して
いる間に、あなたは、小売サイトがダウンしている旨のサポートリクエストを受け取ります。ユーザー
のプリンター設定が完了したら、あなたは、ウェブサイトの問題の対応を開始します。

• あなたには、小売ウェブサイトと給与システムの両方が停止していることが通知されます。あなたは、
どちらを優先すべきかわかりません。

このベストプラクティスを活用するメリット: ビジネスに最も大きな影響を与えるインシデントへの対応に
優先順位を付けることで、その影響を管理できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• ビジネスへの影響に基づき、運用イベントの優先度を決定する: 介入を必要とする複数のイベントが発生

したときに、ビジネスにとって最も重要なものから対応できるようにしておきます。影響の例として、
死亡や傷害、経済的損失、規定違反、評判や信用の低下などがあります。

OPS10-BP04 エスカレーション経路を決定する
ランブックとプレイブックで、エスカレーションをトリガーするものとエスカレーションの手順を含むエ
スカレーション経路を決定します。特に、各アクションの所有者を特定し、運用イベントに効果的かつす
ばやく対応できるようにします。

アクションを行う前に、人間による決定が必要なタイミングを特定します。意思決定者と協力して事前に
決定を行い、アクションを事前に承認することで、MTTR が応答を長時間待機しないようにします。

一般的なアンチパターン:

• あなたの小売サイトがダウンしています。あなたは、サイトを復旧するためのランブックを理解してい
ません。あなたは、誰かがサポートしてくれることを願いながら、同僚に電話をかけ始めます。

• あなたは、アクセス不能なアプリケーションのサポートケースを受け取ります。あなたには、システム
を管理するためのアクセス許可がありません。あなたは、誰が管理しているかを知りません。ケースを
開いたシステム所有者に連絡しようとしましたが、応答がありません。あなたはシステムに関する問い
合わせ先を知らず、同僚はそれになじみがありません。

このベストプラクティスを活用するメリット: エスカレーション、エスカレーションのトリガー、エスカ
レーションの手順を定義することで、影響に対して適切な割合で、インシデントへの体系的なリソースの
追加が可能となります。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP05 システム停止時の顧客
コミュニケーション計画を定義する

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• エスカレーションパスを定義する: ランブックとプレイブックで、何がエスカレーションをトリガーす

るかやエスカレーションの手順を含む、エスカレーション経路を決定します。例えば、ランブックで
問題が解決できない場合や、一定期間が経過した場合にサポートエンジニアからシニアサポートエンジ
ニアに向けた問題のエスカレーションがあります。また、プレイブックでは修正経路が特定できない場
合や、一定期間が経過した場合に、ワークロードについてシニアサポートエンジニアから開発チームに
向けたエスカレーションなども例として挙げられます。特に、各アクションの所有者を特定し、運用イ
ベントに効果的かつすばやく対応できるようにします。エスカレーションには第三者が入る場合があり
ます。例えば、ネットワーク接続プロバイダーまたはソフトウェアベンダーです。エスカレーションに
は、影響するシステムについて承認を受けた特定の意思決定者を含めることができます。

OPS10-BP05 システム停止時の顧客コミュニケーショ
ン計画を定義する
システム停止時に顧客やステークホルダーに継続して情報を提供するうえで、信頼性の高いシステム停止
時向けのコミュニケーション計画を定義し、テストします。ユーザーが利用するサービスが影響を受けた
タイミングと、サービスが正常に戻ったタイミングの両方で直接ユーザーにコミュニケーションを行いま
す。

期待される成果:

• 予定されたメンテナンスから、ディザスタリカバリ計画が発動されるような予期せぬ大規模な障害ま
で、さまざまな状況に対応するコミュニケーション計画が準備されています。

• コミュニケーションでは、システムの問題に関して、明確かつ透明性の高い情報を提供し、システムの
パフォーマンスについての顧客の憶測を回避します。

• カスタムのエラーメッセージとステータスページを使用して、ヘルプデスクへのリクエストのスパイク
を低減し、ユーザーに継続的に情報提供を行います。

• コミュニケーション計画は定期的にテストし、実際にシステム停止が発生した際に、意図したとおりに
機能することを確認します。

一般的なアンチパターン:

• ワークロードの停止が発生しても、コミュニケーション計画がありません。ユーザーには停止に関する
情報が提供されていないため、トラブルチケットシステムにリクエストが殺到します。

• システム停止中にユーザーに E メール通知を送信しますが、サービス復旧のタイムラインが記載されて
いないため、ユーザーは停止を回避する計画を立てることができません。

• システム停止の際のコミュニケーション計画はあっても、テストしたことがなく、テストしていれば明
らかになっていた可能性のある重要なステップを見逃していたため、システム停止が発生すると、コ
ミュニケーション計画は失敗に終わります。

• システム停止中にユーザーに送信する通知には、過剰な技術的な詳細と AWS の NDA に基づく情報が記
載されています。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• システム停止中にコミュニケーションを継続すると、問題に関する進捗状況と解決までの推定時間を顧
客は確実に把握できます。

• 明確に定義されたコミュニケーション計画を策定すると、顧客とエンドユーザーは、確実に十分な情報
を入手でき、停止の影響を軽減するために必要となる追加の手順を実行できます。
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• 適切なコミュニケーションを行うと、計画されたシステム停止と計画外の停止に関する意識が向上する
ため、顧客満足度が向上し、意図せぬ反応を制限して、顧客維持を促進できます。

• システム停止に関して、タイムリーかつ透明性が高いコミュニケーションを行うことにより、信頼性が
高まり、顧客との関係を維持するうえで必要となる信頼が築かれることになります。

• システム停止の際や危機的状況下で実証済みのコミュニケーション戦略を採用することで、復旧能力の
妨害につながる憶測やゴシップを低減できます。

このベストプラクティスを確立しない場合のリスクレベル: 中

実装のガイダンス
システム停止中に顧客に情報を提供するコミュニケーション計画は包括的なものであり、顧客に表示され
るエラーページ、カスタム API エラーメッセージ、システムステータスバナー、正常性ステータスページ
など、複数のインターフェイスをカバーしています。システムに登録ユーザーが含まれている場合は、E 
メール、SMS、プッシュ通知などのメッセージチャネル経由でコミュニケーションを行い、パーソナライ
ズしたメッセージコンテンツを顧客に送信することができます。

顧客コミュニケーションツール

防御の最前線として、ウェブアプリケーションとモバイルアプリケーションは、システム停止中にわかり
やすく情報豊富なエラーメッセージを提供し、トラフィックをステータスページにリダイレクトする機能
を備えている必要があります。Amazon CloudFront は、カスタムのエラーコンテンツを定義して提供する
機能を含む、フルマネージドコンテンツ配信ネットワークです。CloudFront のカスタムエラーページは、
コンポーネントレベルの停止に関する顧客メッセージの最初のレイヤーとして適しています。CloudFront 
は、ステータスページの管理とアクティベーションを簡素化し、計画された停止や計画外の停止中にすべ
てのリクエストをインターセプトすることもできます。

カスタム API エラーメッセージを使用すると、個別のサービスに分離されている場合に停止が起こった際
に、影響を検出して軽減するうえで役立ちます。Amazon API Gateway を使用すると、REST API のカス
タムレスポンスを設定できます。これにより、API Gateway がバックエンドサービスに到達できない場合
に、API の利用者に明確かつ意味あるメッセージを提供できます。カスタムメッセージは、サービスレイ
ヤーの停止により特定のシステム機能が低下した場合に、停止バナーコンテンツと通知のサポートにも使
用できます。

ダイレクトメッセージは、最もパーソナライズされたタイプの顧客メッセージです。Amazon Pinpoint
は、スケーラブルなマルチチャネルコミュニケーション向けのマネージドサービスです。Amazon Pinpoint 
を使用すると、SMS、E メール、音声、プッシュ通知、またはユーザー定義のカスタムチャネルを介し
て、影響を受ける顧客ベースに広範囲にわたりメッセージをブロードキャストするキャンペーンを構築
できます。Amazon Pinpoint を使用してメッセージングを管理すると、メッセージキャンペーンを明確に
定義し、テストでき、ターゲットを絞った顧客セグメントにインテリジェントに適用できます。設定した
キャンペーンは、スケジュールしたり、イベントでトリガーしたりすることができ、簡単にテストを行う
ことができます。

お客様事例

AnyCompany Retail では、ワークロードで障害が発生すると、ユーザーに E メール通知を送信します。こ
の E メールには、どのビジネス機能で障害が発生しているを説明し、サービスが復旧するタイミングにつ
いての現実的な見積りを提供します。さらに、ワークロードの正常性に関するリアルタイムの情報を表示
するステータスページも提供しています。このコミュニケーション計画は、開発環境において年に 2 度テ
ストし、効果的であることを確認しています。

実装手順

1. メッセージング戦略のコミュニケーションチャネルを決定します。アプリケーションのアーキテクチャ
の側面を考慮に入れて、顧客にフィードバックを提供するための最適な戦略を決定します。これには、
エラーページとステータスページ、カスタム API エラーレスポンス、ダイレクトメッセージなど、概説
したガイダンス戦略の 1 つ以上の戦略が含まれる場合があります。
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2. アプリケーションのステータスページを設計します。ステータスページまたはカスタムエラーページが
顧客に適していると判断した場合は、それらのページのコンテンツとメッセージを設計する必要があり
ます。エラーページでは、アプリケーションが利用できない理由、再び利用できるようになるタイミン
グ、その間にできることをユーザーに説明します。アプリケーションが Amazon CloudFront を利用し
ている場合、カスタムエラーレスポンスを提供するか、Lambda at Edge を使用してエラーを翻訳した
り、ページのコンテンツを書き換えたりすることができます。CloudFront を使用すると、宛先をアプリ
ケーションコンテンツからメンテナンスや停止のステータスページを含む静的な Amazon S3 コンテン
ツのオリジンに置換することもできます。

3. サービスの適正な API エラーステータスセットを設計します。バックエンドサービスにアクセスできな
い場合に API Gateway が生成するエラーメッセージやサービスティアの例外には、エンドユーザーへの
表示に適したユーザーフレンドリーなメッセージが含まれていない場合があります。バックエンドサー
ビスのコードを変更する必要なく、API Gateway カスタムエラーレスポンスを設定して、キュレートし
た API エラーメッセージにHTTP レスポンスコードをマップできます。

4. システムのエンドユーザーに対して関連性が高い内容とし、過度に技術的な詳細が含まれないよう、
ビジネスの観点からメッセージを設計します。対象ユーザーを考慮してメッセージを調整します。例
えば、社内ユーザーに対しては、代替システムを活用する回避策や手動のプロセスに誘導することがで
きます。外部ユーザーに対しては、システム復旧まで待つか、システム復旧時に通知を受け取るための
アップデートにサブスクライブするようお願いすることができます。予期せぬシステム停止、計画され
たメンテナンス、特定機能の障害や利用できなくなるといった部分的なシステム障害など、複数のシナ
リオについて、事前承認されたメッセージングを定義します。

5. 顧客メッセージをテンプレート化して自動化します。メッセージのコンテンツを設定したら、Amazon 
Pinpoint またはその他のツールを使用して、メッセージングキャンペーンを自動化することができま
す。Amazon Pinpoint を使用すると、影響を受けた特定のユーザー向けに顧客ターゲットセグメントを
作成し、メッセージをテンプレートに変換できます。メッセージングキャンペーンの設定方法について
は、「Amazon Pinpoint チュートリアル」を確認してください。

6. メッセージング機能を顧客が使用するシステムに密結合することは避けてください。停止発生時にメッ
セージが正常に送信できることを確認するためには、メッセージング戦略がシステムデータストアや
サービスに対して強制依存関係を持つべきではありません。メッセージングの可用性のために、複数の
アベイラビリティーゾーンまたはリージョンからメッセージを送信する機能を構築することを検討して
ください。AWS サービスを使用してメッセージを送信している場合は、コントロールプレーンのオペ
レーションではなくデータプレーンのオペレーションを活用して、メッセージを呼び出します。

実装計画に必要な工数レベル: 高。コミュニケーション計画とコミュニケーションを送信するメカニズムの
開発には、かなりの労力が必要になる場合があります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS07-BP03 ランブックを使用して手順を実行する (p. 72) - 担当者が対応方法を把握しておけるよう
に、コミュニケーション計画にはランブックが関連付けられている必要があります。

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113) - 停止後にはインシデント後分析を実施し、
今後の停止を防ぐメカニズムを特定します。

関連するドキュメント:

• Error Handling Patterns in Amazon API Gateway and AWS Lambda (Amazon API Gateway と AWS 
Lambda のエラー処理パターン)

• Amazon API Gateway responses  (Amazon API Gateway のレスポンス)

関連する例:

• AWS Health Dashboard
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• Summary of the AWS Service Event in the Northern Virginia (US-EAST-1) Region  (バージニア北部 (US-
EAST-1) リージョンにおける AWS サービスイベントの概要)

関連サービス:

• AWS Support
• AWS カスタマーアグリーメント
• Amazon CloudFront
• Amazon API Gateway
• Amazon Pinpoint
• Amazon S3

OPS10-BP06 ダッシュボードでステータスを知らせる
対象となる利用者 (内部技術チーム、指導部、顧客など) に合わせたダッシュボードを用意して、現在の業
務の運用状況と、相手が関心を持つメトリクスを知らせます。

コンソールのカスタマイズ可能なホームページで Amazon CloudWatch ダッシュボードを使用して コン
ソール CloudWatch でダッシュボードを作成できます。Amazon QuickSight のようなビジネスインテリ
ジェンスサービスを 使用すると、 ワークロードと運用状態 (注文率、接続ユーザー、トランザクション時
間など) のインタラクティブなダッシュボードを作成して公開できます。メトリクスのシステムレベルお
よびビジネスレベルのビューを表示するダッシュボードを作成します。

一般的なアンチパターン:

• リクエストに応じて、あなたは、管理のためのアプリケーションの現在の使用状況に関するレポートを
実行します。

• インシデント中、あなたには、心配なシステム所有者から「修正状況」を知りたいという連絡が 20 分
ごとにあります。

このベストプラクティスを活用するメリット: ダッシュボードを作成することで、情報へのセルフサービス
アクセスが可能になり、顧客自身が情報を確認し、アクションが必要かどうかを判断できるようになりま
す。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• ダッシュボードで状態を知らせる: 対象となる利用者 (内部技術チーム、経営陣、顧客など) に合わせた

ダッシュボードを用意して、現在の業務の運用状況と、相手が関心を持つメトリクスを知らせます。
ステータス情報のセルフサービスオプションによって、ステータスのリクエスト処理による運用チー
ムの中断を減らすことができます。例として、Amazon CloudWatch ダッシュボードと AWS Health 
Dashboard が挙げられます。
• CloudWatch ダッシュボードを使ったカスタムメトリクスビューの作成と使用

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon QuickSight
• CloudWatch ダッシュボードを使ったカスタムメトリクスビューの作成と使用
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OPS10-BP07 イベントへの対応を自動化する
イベントへの対応を自動化し、手動プロセスによって発生するエラーを減らして、迅速かつ一貫した対応
を実現します。

AWS には、ランブックやプレイブックのアクションを自動的に実行する複数の方法があります。AWS リ
ソースの状態変化や独自のカスタムイベントからのイベントに対応するには、 CloudWatch Events ルール
を作成し、 CloudWatch のターゲット (Lambda 関数、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 
トピック、Amazon ECS タスク、AWS Systems Manager Automation など) を通じて対応を起動します。

リソースのしきい値を超えるメトリクス (待機時間など) に応答するには、 CloudWatch アラームを作成
して  Amazon EC2 アクションや Auto Scaling アクションを使用して 1 つ以上のアクションを実行する
か、Amazon SNS トピックに通知を送信します。アラームへの応答でカスタムアクションを実行する必要
がある場合は、Amazon SNS 通知を通じて Lambda を呼びだします。Amazon SNS を使用して、イベン
ト通知とエスカレーションメッセージを発行し、ユーザーに情報を提供します。

また、AWS は、AWS のサービス API と SDK を通じてサードパーティーシステムもサポートしていま
す。AWS パートナーやサードパーティーでは、モニタリング、通知、応答を可能にするモニタリングツー
ルを多数提供しています。これらのツールには、New Relic、Splunk、Loggly、SumoLogic、Datadog など
があります。

自動化された手順が失敗した場合に、手動でも重要な手順を実施できるようにしておく必要があります。

一般的なアンチパターン:

• 開発者が自分のコードをチェックインします。このイベントは、ビルドを開始し、テストを実行するた
めに使用することもできましたが、結局、何にも使用されていません。

• アプリケーションが動作を停止する前に、特定のエラーをログ記録します。アプリケーションを再起動
する手順はよく理解されており、スクリプト化することもできました。あなたは、ログイベントを使用
して、スクリプトを呼び出し、アプリケーションを再起動することもできました。しかし、それらの対
応を行わなかったため、日曜日の午前 3 時にエラーが発生し、あなたは、オンコールでシステムを修正
する責任者として起こされます。

このベストプラクティスを確立するメリット: イベントへの対応を自動化することで、対応にかかる時間を
短縮し、手作業によるエラーの発生を抑制することができます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• イベントへの対応を自動化する: イベントへの対応を自動化し、手動プロセスによって発生するエラーを

減らして、迅速かつ一貫した対応を実現します。
• Amazon CloudWatch Events とは
• イベントでトリガーする CloudWatch Events のルールの作成
• AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成
• サポートされているサービスからの CloudWatch Events イベントの例

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch の特徴
• サポートされているサービスからの CloudWatch Events イベントの例
• AWS CloudTrail を使用して AWS API コールでトリガーする CloudWatch Events ルールの作成
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS10-BP07 イベントへの対応を自動化する

• イベントでトリガーする CloudWatch Events のルールの作成
• Amazon CloudWatch Events とは

関連動画:

• モニタリング計画を立てる

関連する例:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
学習、共有、改善

進化
進歩とは、時間をかけて改善を繰り返す連続的なサイクルです。運用アクティビティから学んだ教訓に基
づいて、頻繁に生じる小さな増分変更を実装し、改善された場合の成功を評価します。

経時的に運用を進化させるには、以下のことを実行する必要があります。

トピック
• 学習、共有、改善 (p. 111)

学習、共有、改善
定期的に運用活動の分析、失敗の分析、実験、改善のための時間を用意することが不可欠です。失敗した
場合には、チームだけでなく、より大規模なエンジニアリングコミュニティでも、それらの失敗から学習
できるようにする必要があります。失敗を分析して、教訓を特定し、改善を計画する必要があります。学
んだ教訓を定期的に他のチームと共に見直し、インサイトを検証する必要があります。

ベストプラクティス
• OPS11-BP01 継続的改善のプロセスを用意する (p. 111)
• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113)
• OPS11-BP03 フィードバックループを実装する (p. 113)
• OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する (p. 116)
• OPS11-BP05 改善の推進要因を定義する (p. 117)
• OPS11-BP06 インサイトを検証する (p. 118)
• OPS11-BP07 オペレーションメトリクスのレビューを実行する (p. 119)
• OPS11-BP08 教訓を文書化して共有する (p. 120)
• OPS11-BP09 改善を行うための時間を割り当てる (p. 121)

OPS11-BP01 継続的改善のプロセスを用意する
ワークロードを社内外のアーキテクチャのベストプラクティスに対して評価します。1 年に 1 回以上ワー
クロードのレビューを実施します。ソフトウェア開発サイクルの中で改善の機会を優先事項にします。

期待される成果:

• 年 1 回以上、アーキテクチャのベストプラクティスに対してワークロードを分析します。
• ソフトウェア開発プロセスにおいて改善の機会が等しく優先されます。

一般的なアンチパターン:

• ワークロードを数年前にデプロイして以来、アーキテクチャレビューを実施していない。
• 改善の機会の優先度が低く、ずっと後回しにされている。
• 組織のベストプラクティスに対する変更の実装について基準がない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• ワークロードがアーキテクチャのベストプラクティスに準拠した最新の状態に保たれます。
• ワークロードの進化を熟考した方法で実現できます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP01 継続的改善のプロセスを用意する

• 組織のベストプラクティスを活用して、すべてのワークロードを改善できます。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
1 年に 1 回以上ベースで、ワークロードの構造的レビューを実施します。社内外のベストプラクティスを
使用してワークロードを評価し、改善の機会を特定します。ソフトウェア開発サイクルの中で改善の機会
を優先事項にします。

お客様事例

AnyCompany Retail のすべてのワークロードは、毎年のアーキテクチャレビュープロセスを経由します。
ベストプラクティスについての独自のチェックリストを作成し、すべてのワークロードに適用していま
す。AWS Well-Architected Tool のカスタムレンズ機能を活用し、ツールやベストプラクティスのカスタム
レンズを使ってレビューを実施しています。レビューで見い出された改善の機会は、ソフトウェア開発サ
イクルの中で優先事項になっています。

実装手順

1. 1 年間に 1 回以上、本稼働ワークロードの定期的なアーキテクチャレビューを実施します。AWS 固有
のベストプラクティスを含む文書化された構造基準を使用します。
a. これらのレビューには、社内で独自に定義した基準を使用することをお勧めします。社内基準がない

場合は、AWS Well-Architected フレームワークを使用することをお勧めします。
b. AWS Well-Architected Tool を使用して社内ベストプラクティスのカスタムレンズを作成し、アーキ

テクチャレビューを実施できます。
c. お客様は AWS ソリューションアーキテクトに連絡して、ワークロードのガイド付き Well-

Architected フレームワークレビューを実施できます。
2. レビュー中に特定された改善機会を、ソフトウェア開発プロセスの中で優先事項に設定します。

実装計画に必要な工数レベル: 低。AWS Well-Architected フレームワークを使用して年次のアーキテク
チャレビューを実施できます。

リソース

関連するベストプラクティス:

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113) - インシデント後の分析は、改善項目を洗い
出すもう一つの機会です。学んだ教訓で、アーキテクチャのベストプラクティスの社内リストを豊かに
できます。

• OPS11-BP08 教訓を文書化して共有する (p. 120) - 独自のアーキテクチャのベストプラクティスを作
成したら、組織全体で共有します。

関連するドキュメント:

• AWS Well-Architected Tool - カスタムレンズ
• AWS Well-Architected ホワイトペーパー - レビュープロセス
• Customize Well-Architected Reviews using Custom Lenses and the AWS Well-Architected Tool(Well-

Architected レビューを、カスタムレンズと AWS Well-Architected ツールを使用してカスタマイズする)
• Implementing the AWS Well-Architected Custom Lens lifecycle in your organization (AWS Well-

Architected カスタムレンズのライフサイクルを組織に実装する)

関連動画:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する

• Well-Architected Labs - Level 100: Custom Lenses on AWS Well-Architected Tool(レベル 100: AWS 
WELL-ARCHITECTED ツールのカスタムレンズ)

関連する例:

• AWS Well-Architected Tool

OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する
顧客に影響を与えるイベントを確認し、寄与する要因と予防措置を特定します。この情報を使用して、再
発を制限または回避するための緩和策を開発します。迅速で効果的な対応のための手順を開発します。対
象者に合わせて調整された、寄与因子と是正措置を必要に応じて伝えます。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、アプリケーションサーバーを管理しています。約 23 時間 55 分ごとに、すべてのアクティブ
なセッションが終了します。あなたは、アプリケーションサーバーで何が問題なのかを特定しようとし
ました。あなたは、これがネットワークの問題である可能性があることを疑っていますが、ネットワー
クチームが忙しすぎてサポートを提供できないため、当該チームから協力を得ることができません。あ
なたには、サポートを得て、何が起こっているかを判断するために必要な情報を収集するための事前定
義されたプロセスがありません。

• あなたは、ワークロード内でデータを失ってしまいました。このような問題が発生したのはこれが最初
であり、原因は明らかではありません。あなたは、データを再作成できるため、これが重要ではない
と判断しています。データ損失は、顧客に影響するほどの高い頻度で発生し始めます。また、これによ
り、失われたデータの復元に際して、追加の運用上の負担も発生します。

このベストプラクティスを活用するメリット: インシデントの原因となったコンポーネント、条件、アク
ション、イベントを決定する事前定義されたプロセスを持つことで、改善の機会を把握できます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
• プロセスを使用して寄与した要因を判断する: 顧客に影響を与えるすべてのインシデントを確認します。

インシデントに寄与した要因を特定してドキュメント化するためのプロセスを用意しておき、再発を抑
制または防止する緩和策と、迅速で効果的な対応手順を展開できるようにしておきます。必要に応じ、
対象者に合わせて根本原因を通知します。

OPS11-BP03 フィードバックループを実装する
フィードバックループは、意思決定を推進するための実行可能なインサイトを提供します。フィードバッ
クループを手順やワークロードに組み込みます。そうすることで、問題および改善すべき領域を特定す
ることができます。またフィードバックループは、改善への投資を検証することもできます。これらの
フィードバックループは、ワークロードの継続的な改善の基盤となります。

フィードバックループは、 即時フィードバック および 遡及分析の 2 つのカテゴリに分類されます。即時
フィードバックは、オペレーションアクティビティのパフォーマンスと結果のレビューをとおして収集さ
れます。このフィードバックは、チームメンバー、顧客、またはアクティビティの自動出力から得られま
す。即時フィードバックは A/B テストや新機能のリリースなどからも得ることができ、フェイルファスト
において不可欠なものです。

遡及分析は定期的に実行され、オペレーションの結果とメトリクスの長期間にわたるレビューからフィー
ドバックを取得します。これらの遡及分析は、スプリント、サイクル、またはメジャーリリースやイベン
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP03 フィードバックループを実装する

トの完了時に行われます。このタイプのフィードバックループは、オペレーションまたはワークロードへ
の投資を検証でき、成果と戦略の計測に役立ちます。

期待される成果: 即時フィードバックと遡及分析を使用して、改善を推進します。ユーザーやチームメン
バーからのフィードバックを取得する仕組みがあります。遡及分析を使用して、改善を推進する傾向を特
定します。

一般的なアンチパターン:

• 新しい機能をローンチしたが、顧客からのフィードバックを得る方法はない。
• オペレーションの改善に投資した後、遡及分析を行って投資を検証していない。
• 顧客からのフィードバックを収集しているが、定期的にレビューしていない。
• フィードバックループに基づいて提案されたアクション項目があるが、それらはソフトウェア開発プロ

セスに含まれていない。
• 顧客からの改善提案に対するフィードバックを行っていない。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 顧客の視点から新しい機能を推進することができる。
• 組織の文化をより迅速に変化させることができる。
• 傾向をレビューすることで、改善の機会を特定できる。
• 遡及分析によって、ワークロードやオペレーションへの投資を検証できる。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
このベストプラクティスを採用すると、即時フィードバックと遡及分析の両方を使用することになりま
す。これらのフィードバックループによって改善を推進します。即時フィードバックには、調査、顧客へ
のアンケート、フィードバックフォーラムなど、さまざまな仕組みがあります。また組織は、遡及分析を
使用して改善の機会を特定し、取り組みを検証できます。

顧客の事例

AnyCompany Retail は、顧客がフィードバックを投稿したり、問題を報告したりすることができるウェブ
フォーラムを作成しました。週次会議では、ソフトウェア開発チームがユーザーからのフィードバックを
評価します。プラットフォームの改善方針の決定のために、フィードバックは定期的に使用されます。各
スプリントの完了時に遡及分析を実施して、改善する項目を特定します。

実装手順
1. 即時フィードバック

• 顧客やチームメンバーからフィードバックを得るための仕組みが必要です。また、オペレーションア
クティビティを構成して、自動的にフィードバックを受信することもできます。

• 組織にはフィードバックをレビューし、改善点を決定して、改善のスケジュールを策定するプロセス
が必要です。

• フィードバックはソフトウェア開発プロセスに追加する必要があります。
• 改善を進めるとともに、改善の提案者にフォローアップのフィードバックを行います。

• AWS Systems Manager OpsCenterを使用して、 これらの改善を  OpsItems として作成し 追跡でき
ます。

2. 遡及分析
• 開発サイクル、定められたサイクル、またはメジャーリリースの完了時に遡及分析を実施します。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP03 フィードバックループを実装する

• ワークロードの関係者を集めて、遡及分析会議を行います。
• ホワイトボードまたはスプレッドシートに、停止、開始、維持の 3 つの列を作成します。

• 停止は、 チームの活動を停止する項目を指します。
• 開始は、 アイデアへの取り組みを開始する項目を指します。
• 維持は、 取り組みを維持する項目を指します。

• 会議室内の関係者からフィードバックを収集します。
• フィードバックに優先順位を付けます。アクションと関係者を開始項目または維持項目に割り当てま

す。
• アクションをソフトウェア開発プロセスに追加し、改善を進めながら更新されたステータスを関係者

に通知します。

実装計画に必要な工数レベル: 中。このベストプラクティスを採用するには、即時フィードバックを収集し
分析するプロセスが必要です。また、遡及分析プロセスを確立する必要もあります。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS01-BP01 外部顧客のニーズを評価する (p. 4): フィードバックループは、外部顧客のニーズを収集す
る仕組みです。

• OPS01-BP02 内部顧客のニーズを評価する (p. 5): 内部関係者は、フィードバックループを使用して、
ニーズや要件を伝えることができます。

• OPS11-BP02 インシデント後の分析を実行する (p. 113): 事後分析は、インシデント後に実施される重
要な遡及分析の 1 つです。

• OPS11-BP07 オペレーションメトリクスのレビューを実行する (p. 119): オペレーションメトリクスレ
ビューでは、傾向および改善の領域を特定します。

関連するドキュメント:

• CCOE を構築するときに回避すべき 7 つの落し穴
• Atlassian チームプレイブック - 振り返り
• E メールの定義: フィードバックループ
• AWS Well-Architected フレームワークレビューに基づくフィードバックループの確立
• IBM ガレージメソドロジー - 振り返りの保留
• Investopedia - PDCS サイクル
• 開発者の有効性を最大化する (Tim Cochran 著)
• 運用準備状況の確認 (ORR) に関するホワイトペーパー - イテレーション
• TIL CSI - 継続的なサービスの改善
• トヨタでの e コマースの採用: Amazon での無駄のない管理

関連動画:

• 効果的な顧客フィードバックループの構築

関連サンプル:

• Astuto - オープンソースの顧客フィードバックツール
• AWS ソリューション - AWS の QnABot
• Fider - 顧客フィードバックの管理プラットフォーム
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する

関連サービス:

• これらの改善を

OPS11-BP04 ナレッジ管理を実施する
ナレッジ管理は、チームメンバーが業務を遂行するために情報を検索する際に役立ちます。従業員の学び
が促進される組織では、個人を支援する情報が自由に共有されています。情報は探索したり検索したりで
きます。情報は正確かつ最新の内容です。新しい情報を作成し、既存の情報を更新し、古い情報をアーカ
イブするメカニズムが存在します。ナレッジ管理プラットフォームの最も一般的な例は、wiki などのコン
テンツ管理システムです。

期待される成果:

• チームメンバーはタイムリーで正確な情報にアクセスできます。
• 情報は検索できます。
• 情報を追加、更新、アーカイブするメカニズムが導入されています。

一般的なアンチパターン:

• 一元化されたナレッジストレージがありません。チームメンバーは、個人のローカルマシンで自分用の
メモを管理しています。

• 組織でホストする Wiki はあっても、情報を管理するメカニズムがないため、情報が古くなっています。
• 不足する情報が特定されても、チームの wiki にその情報の追加を要請するプロセスがありません。チー

ムが独自に情報を追加しても、重要なステップを見逃してしまい、使用停止につながります。

このベストプラクティスを活用するメリット:

• 情報が自由に共有されるため、チームメンバーに支援が行き届きます。
• ドキュメントは最新の内容で検索可能であるため、新しいチームメンバーのオンボーディングがより迅

速になります。
• 情報はタイムリーな内容で正確かつ実用的です。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 高

実装のガイダンス
ナレッジ管理は、従業員の学びが促進される組織の重要な側面です。まず、ナレッジを保存する中央リポ
ジトリが必要です (一般的な例には、自己ホスト型の wiki があります)。ナレッジを追加、更新、アーカ
イブするためのプロセスを開発する必要があります。文書化すべき対象の基準を策定して、全チームメン
バーが貢献できるプロセスを導入します。

お客様事例

AnyCompany Retail では、社内 Wiki をホストして、すべてのナレッジを保存しています。チームメンバー
には、日常業務を遂行する際にナレッジベースに情報を追加することが推奨されています。四半期ごと
に、部門横断的なチームが、更新が最も少ないページを評価し、アーカイブまたは更新する必要があるか
を判断しています。

実装手順

1. まず、ナレッジを保存するコンテンツ管理システムを特定します。組織全体にわたるステークホルダー
からの賛同を得ます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP05 改善の推進要因を定義する

a. 既存のコンテンツ管理システムがない場合は、自己ホスト型の wiki を導入するか、バージョン管理
リポジトリの導入から始めるかを検討します。

2. 情報を追加、更新、アーカイブするためのランブックを作成します。チームにこのプロセスについての
教育を提供します。

3. コンテンツ管理システムに保存すべきナレッジを特定します。チームメンバーが実行する日常業務のア
クティビティ (ランブックとプレイブック) から始めます。ステークホルダーと協力して、追加するナ
レッジに優先順位を付けます。

4. ステークホルダーと協力し、定期的に古い情報を特定し、アーカイブするか、最新の状態に更新しま
す。

実装計画に必要な工数レベル: 中。既存のコンテンツ管理システムがない場合は、自己ホスト型の wiki ま
たはバージョン管理されたドキュメントリポジトリを設定することができます。

リソース
関連するベストプラクティス:

• OPS11-BP08 教訓を文書化して共有する (p. 120) - ナレッジ管理を行うと、学んだ教訓の情報共有が
容易になります。

関連するドキュメント:

• Atlassian - ナレッジマネジメント

関連する例:

• DokuWiki
• Gollum
• MediaWiki
• Wiki.js

OPS11-BP05 改善の推進要因を定義する
機会を評価して優先順位を設定できるよう、改善の推進要因を特定します。

AWS では、すべての運用アクティビティ、ワークロード、インフラストラクチャのログを集約して詳細な
アクティビティ履歴を作成できます。AWS ツールを使用して長期的に運用とワークロードの状態を分析し 
(トレンドの特定、イベントやアクティビティの成果への関連付け、環境間やシステム全体の比較や対比な
ど)、推進要因に基づいて改善の機会を見つけることができます。

CloudTrail を使用し、AWS Management Console、CLI、SDK、API を介して API アクティビティを追跡
し、アカウント全体で何が起きているかを把握する必要があります。CloudTrail および CloudWatch を使
用して、AWS デベロッパーツールのデプロイアクティビティを追跡します。これにより、デプロイの詳細
なアクティビティ履歴と結果が CloudWatch Logs Logs のログデータに追加されます。

長期保管用の Amazon S3 にログデータを エクスポートします。分析のために、 AWS Glueを使用し
て、Amazon S3 のログデータを検出して準備します。AWS Glue とネイティブで統合された Amazon 
Athena を使用して、ログデータを分析します。Amazon QuickSight のような ビジネスインテリジェンス
ツール を使用して、データを可視化、調査、分析することができます。

一般的なアンチパターン:

• あるスクリプトは、機能はするものの、洗練されてはいません。あなたは、書き換えに時間を費やしま
す。現在は素晴らしいスクリプトです。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP06 インサイトを検証する

• スタートアップは、ベンチャーキャピタリストから別の資金を調達しようとしています。そのスタート
アップは、PCI DSS へのコンプライアンスを実証することをあなたに求めています。あなたは、ベン
チャーキャピタリストを満足させたいと考え、コンプライアンスを文書化し、ある顧客の納期に遅れ、
その顧客を失います。それをするのは間違ったことではありませんでしたが、今では正しいことだった
のかどうかを疑問に思います。

このベストプラクティスを活用するメリット: 改善に使用する基準を決定することで、イベントベースのモ
チベーションや感情的投資の影響を最小限に抑えることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• 改善の推進要因を理解する: システムに変更を加えるのは、望まれている成果がサポートされているとき

だけにしてください。
• 望まれている機能: 改善の機会を評価する際は、望まれている機能を評価してください。

• AWS の最新情報
• 許容できない問題: 改善の機会を評価する際は、許容できない問題、バグ、脆弱性を評価してくださ

い。
• AWS セキュリティ速報
• AWS Trusted Advisor

• コンプライアンスの要件: 改善の機会を確認する際は、規制/ポリシー遵守の維持、またはサードパー
ティーによるサポートの維持に必要な更新と変更を評価します。
• AWS コンプライアンス
• AWS コンプライアンスプログラム
• AWS コンプライアンスの最新情報

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon Athena
• Amazon QuickSight
• AWS コンプライアンス
• AWS コンプライアンスの最新情報
• AWS コンプライアンスプログラム
• AWS Glue
• AWS セキュリティ速報
• AWS Trusted Advisor
• ログデータを Amazon S3 にエクスポートする
• AWS の最新情報

OPS11-BP06 インサイトを検証する
分析結果を確認してクロスな役割を持つチームやビジネスオーナーで応答します。これらのレビューに基
づいて共通の理解を確立し、追加的な影響を特定するとともに、一連のアクションを決定します。必要に
応じて対応を調整してください。

一般的なアンチパターン:
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP07 オペレーションメ
トリクスのレビューを実行する

• あなたは、CPU 使用率がシステムで 95% であることを確認し、システムの負荷を軽減する方法を見つ
けることを優先します。あなたは、最適なアクションがスケールアップであると判断します。システム
はトランスコーダーであり、いつでも 95% の CPU 使用率で実行するようにスケールされています。あ
なたがシステム所有者に連絡していれば、状況を説明してもらえたかもしれません。時間を無駄にして
しまいました。

• システム所有者は、システムがミッションクリティカルであると主張しています。システムは強固なセ
キュリティ環境に配置されていませんでした。セキュリティの向上のため、あなたは、ミッションクリ
ティカルなシステムに要求される追加の発見的統制および予防統制を実装します。あなたは、作業が完
了し、追加のリソースに対して課金される旨をシステム所有者に通知します。この通知の後の話し合い
において、システム所有者は、ミッションクリティカルという用語について正式な定義があり、自身の
システムがこれに適合していないことを知ります。

このベストプラクティスを活用するメリット: ビジネスオーナーや各分野のエキスパートとインサイトを検
証することで、共通の理解を確立し、より効果的に改善につなげることができます。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• インサイトを検証する: ビジネスオーナーや各分野のエキスパートと協力して、収集したデータの意味に

ついて共通の理解と合意があることを確認します。追加の懸念事項や潜在的な影響を特定し、一連のア
クションを判断します。

OPS11-BP07 オペレーションメトリクスのレビューを
実行する
ビジネスのさまざまな分野のチームメンバー間でオペレーションメトリクスの遡及分析を定期的に実施し
ます。これらのレビューに基づいて、改善の機会と取り得る一連のアクションを特定するとともに、教訓
を共有します。

すべての環境 (開発、テスト、生産など) で改善する機会を探します。

一般的なアンチパターン:

• 大々的な販促活動が行われていましたが、メンテナンスウィンドウによって中断されました。ビジネス
に影響する他のイベントがある場合、標準メンテナンスウィンドウが延期される可能性があることが認
識されていません。

• あなたは、組織で一般的に使用されているバグのあるライブラリを使用しているため、停止時間が長く
なり、困っていました。その後、あなたは、信頼性の高いライブラリに移行しました。組織内の他の
チームは、自身がリスクにさらされているかはわかっていません。あなたが定期的にミーティングを行
い、このインシデントを確認していれば、彼らはリスクを認識していたでしょう。

• トランスコーダーのパフォーマンスは着実に低下しており、メディアチームに影響を及ぼしています。
まだひどい状態であるとまでは言えません。インシデントの原因となるほど悪くなるまで気付く機会は
ありません。メディアチームと一緒にオペレーションメトリクスを見直すことで、メトリクスの変化や
彼らの経験を認識し、問題に対処する機会が生まれるはずです。

• あなたは、顧客の SLA の満足度を確認していません。あなたは、顧客の SLA に適合しない傾向があり
ます。顧客の SLA に適合しない場合は、金銭的ペナルティが発生します。これらの SLA のメトリクス
を確認するためのミーティングを定期的に開催していれば、問題を認識して対処する機会が得られたは
ずです。

このベストプラクティスを確立するメリット: 定期的にミーティングを行い、オペレーションメトリクス、
イベント、インシデントを確認することで、チーム全体で共通の理解を維持し、学んだ教訓を共有し、改
善を優先順位付けして目標を設定することができます。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP08 教訓を文書化して共有する

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: ミディアム

実装のガイダンス
• オペレーションメトリクスのレビュー: 定期的に、さまざまな分野のチームメンバーとともに、オペレー

ションメトリクスの遡及分析を行います。ビジネス、開発、オペレーションチームを含む関係者を参加
させて、即時フィードバックと遡及分析から得られた結果を検証し、教訓を共有します。それらの洞察
に基づいて、改善の機会と取り得る一連のアクションを特定します。
• Amazon CloudWatch
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用する
• カスタムメトリクスをパブリッシュする
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス

リソース
関連するドキュメント:

• Amazon CloudWatch
• Amazon CloudWatch のメトリクスとディメンションのリファレンス
• カスタムメトリクスをパブリッシュする
• Amazon CloudWatch メトリクスを使用する

OPS11-BP08 教訓を文書化して共有する
運用アクティビティから学んだ教訓を文書化して共有し、社内とチーム全体で利用できるようにします。

チームが学んだことを共有して、組織全体のメリットを増やす必要があります。情報とリソースを共有し
て、回避可能なエラーを防止し、開発作業を容易にする必要があります。これにより、望まれる機能の提
供に集中できます。

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、アカウント内またはアカウント間で共有するリ
ソースへのコントロールされたアクセスを可能にするアクセス許可を定義します。その後、バージョン管
理された AWS CodeCommit リポジトリを使用して、アプリケーションライブラリ、スクリプト化された
手順、手順のドキュメント、その他のシステムドキュメントを共有する必要があります。AMI へのアクセ
スを共有し、Lambda 関数の使用をアカウント間で許可することで、コンピューティング標準を共有しま
す。また、インフラストラクチャ標準を AWS CloudFormation のテンプレートとして共有する必要もあり
ます。

AWS API と SDK を使用すると、外部ツールやサードパーティーのツールやリポジトリ 
(GitHub、BitBucket、SourceForge など) を統合できます。学んだことや開発したことを共有するときは、
共有リポジトリの完全性を保証するためにアクセス許可を構造化することに注意してください。

一般的なアンチパターン:

• あなたは、組織で一般的に使用されているバグのあるライブラリを使用しているため、停止時間が長く
なり、困っていました。その後、あなたは、信頼性の高いライブラリに移行しました。組織内の他の
チームは、自身がリスクにさらされているかはわかっていません。このライブラリの経験を文書化およ
び共有することとしていれば、これらのチームはリスクを認識していたでしょう。

• あなたは、セッションがドロップする原因となる内部共有マイクロサービスのエッジケースを特定しま
した。このエッジケースを回避するために、サービスへの呼び出しを更新しました。組織内の他のチー
ムは、自身がリスクにさらされているかはわかっていません。このライブラリの経験を文書化および共
有することとしていれば、これらのチームはリスクを認識していたでしょう。
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運用上の優秀性の柱 AWS Well-Architected Framework
OPS11-BP09 改善を行うための時間を割り当てる

• マイクロサービスの 1 つについて、CPU 使用率要件を大幅に削減する方法を見つけました。あなたは、
他のチームがこの手法を利用できるかどうかはわかりません。このライブラリで経験を文書化および共
有することとしていれば、これらのチームは利用する機会を得ていたでしょう。

このベストプラクティスを活用するメリット: 教訓を共有して、改善をサポートし、経験から得られる恩恵
を最大化します。

このベストプラクティスを活用しない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 教訓を文書化して共有する: 運用アクティビティと遡及分析の実行から学習した教訓を文書化する手順を

決めて、ほかのチームが使用できるようにします。
• 教訓を共有する: 教訓と関連するアーティファクトをチーム全体で共有する手順を決めます。たとえ

ば、アクセス可能な Wiki を使用して手順の更新、ガイダンス、ガバナンス、ベストプラクティスを共
有します。共通のリポジトリを使用してスクリプト、コード、ライブラリを共有します。
• AWS 環境へのアクセスの委任
• AWS CodeCommit リポジトリを共有する
• AWS Lambda 関数の簡単な承認
• 特定の AWS アカウントと AMI を共有する
• AWS CloudFormation デザイナー URL によるテンプレート共有の高速化
• Amazon SNS での AWS Lambda の使用

リソース
関連するドキュメント:

• AWS Lambda 関数の簡単な承認
• AWS CodeCommit リポジトリを共有する
• 特定の AWS アカウントと AMI を共有する
• AWS CloudFormation デザイナー URL によるテンプレート共有の高速化
• Amazon SNS での AWS Lambda の使用

関連動画:

• AWS 環境へのアクセスの委任

OPS11-BP09 改善を行うための時間を割り当てる
漸進的な継続的改善を可能にする時間とリソースをプロセス内に設けます。

AWS では、一時的に重複する環境を作成することで、実験やテストのリスク、労力、コストを削減できま
す。こうした重複する環境を使用して、分析、実験からの結論をテストし、計画した改善を開発してテス
トできます。

一般的なアンチパターン:

• アプリケーションサーバーに既知のパフォーマンスの問題があります。この問題は、計画されたすべて
の機能実装の後に実施されるバックログに追加されます。計画的に追加される機能の割合が一定である
と、パフォーマンスの問題が解決されることはありません。

• 継続的な改善をサポートするために、管理者と開発者が改善の選択と実装にすべての余分な時間を費や
すことを承認します。改善は完了しません。
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https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-sns-example.html
https://www.youtube.com/watch?v=0zJuULHFS6A&t=849s
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OPS11-BP09 改善を行うための時間を割り当てる

このベストプラクティスを確立するメリット: 時間とリソースをプロセス内に設けることで、漸進的な継続
的改善が可能となります。

このベストプラクティスが確立されていない場合のリスクレベル: 低

実装のガイダンス
• 改善を行うための時間を割り当てる: 継続的な漸進的改善を可能にするために、プロセス内に時間とリ

ソースを割り当てます。改善のための変更を加えて結果を評価し、成功を判断します。結果が目標に達
しておらず、今後も改善が優先事項である場合は、アクションの代替案を追及してください。
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まとめ
運用上の優秀性は、継続的かつ反復的な取り組みです。

目標を共有することで、組織が成功するように設定します。ビジネス成果を達成する上での役割と、成功
のための他者の能力にどのような影響を与えるかを全員に理解してもらいます。チームメンバーがビジネ
ス成果をサポートできるように、チームメンバーにサポートを提供します。

すべての運用イベントや失敗は、アーキテクチャの運用を改善する機会として扱う必要があります。ワー
クロードのニーズを理解し、日常的な活動のためのランブックを事前定義し、問題解決の指針となるプレ
イブックを作成し、運用をAWSのコード機能として使用し、状況認識を維持することで運用の準備がより
整い、インシデントが発生しても、より効率的に対応できるようになります。

変化する優先順位に基づく段階的な改善と、イベント対応や遡及的分析から学んだ教訓に焦点を当てるこ
とで、活動の効率と効果を高め、ビジネスを成功させることが可能になります。

AWS は、応答性と適応性の高いデプロイを構築し、効率を最大化するアーキテクチャの構築と運用を支援
できるよう努めています。ワークロードの運用上の優秀性を高めるには、このホワイトペーパーで説明さ
れているベストプラクティスを使用する必要があります。
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その他の資料
追加ガイダンスについては、次の資料を参照してください。

• AWS Well-Architected Framework
• AWS アーキテクチャセンター
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改訂履歴
このホワイトペーパーの更新に関する通知を受け取るには、RSS フィードをサブスクライブしてくださ
い。

変更 説明 日付

ホワイトペーパーの更
新 (p. 126)

規範ガイダンスを使用してベスト
プラクティスを更新、および新し
いベストプラクティスを追加。

April 10, 2023

ホワイトペーパーの更
新 (p. 126)

新しい実装ガイダンスを使用して
ベストプラクティスを更新。

December 15, 2022

ホワイトペーパーの更
新 (p. 126)

ベストプラクティスに加筆し、改
善計画を追加。

October 20, 2022

マイナーな更新 (p. 126) 編集上の微小な修正 August 8, 2022

ホワイトペーパーの更
新 (p. 126)

新しい AWS のサービスと機能、
最新のベストプラクティスを反映
する更新。

February 2, 2022

マイナーな更新 (p. 1) イントロダクションに持続可能性
の柱を追加。

December 2, 2021

新しいフレームワークの更
新 (p. 126)

新しい AWS のサービスと機能、
最新のベストプラクティスを反映
する更新。

July 8, 2020

ホワイトペーパーの更
新 (p. 126)

新しい AWS のサービスと機能を
反映するための更新とリファレン
スの更新。

July 1, 2018

初版発行 (p. 126) 運用上の優秀性の柱 – AWS Well-
Architected フレームワークを公
開。

November 1, 2017
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