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お客様 

アプリケーション データ 

Web アプリケーションフレームワークやライ
ブラリを含む 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• アカウント管理 

• チューニング 

• 障害対応 

cloudpa

ck 

ミドルウェア 運用ツール 

OS 

 

AW

S 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• ネットワーク設定 

• アカウント管理 

• パラメータチューニング 

• 監視 / バックアップ/ 障害対応 

第２章 はじめに 

2.1 cloudpack とは 

 
cloudpack は、アマゾンウェブサービス（AWS）の導入設計、環境構築、運用までをトータルで

サポートするマネージドホスティングサービスです。 

 
AWS を知り尽くし、その可能性を最大限に引き出せる cloudpack のスタッフが、

Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2） や Amazon Simple Storage 

Service（Amazon S3）をはじめとするAWS のプロダクトを、構築はもちろんのこと、 

24 時間サポートや、サービス監視、バックアップなどの作業代行や技術サポートをスピーディかつ丁

寧に行い、お客様のさまざまな運用負荷を可能な限り軽減します。 

 
お客様が、これまで悩みの種だったサーバー周りに関するさまざまな課題から解放され、本来取

り組むべきビジネスの課題に専念できるためのサービス、それが cloudpack です。 

 
 

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用 

 
AWS の登場によって、システム開発や運用に対する考え方も大きく変わってきています。 

 

2.2.1 セキュリティにおける「共有責任モデル」 
 

AWS や cloudpack が提示する「共有責任モデル」（Shared Responsibility Model）

は、クラウド運用の発展から生まれてきた考え方の一つです。 

 
cloudpack は AWS クラウドインフラストラクチャを基盤にシステムを構築し、お客様は 

cloudpack  が構築したシステム上で業務アプリケーションを運用することになりますので、セ

キュリティ上の責任はお客様と cloudpack と AWS の三者による分担となります。 

 

 
 

 

 
 

ホストオペレーティングシステムや仮想レイヤーから、サービスが運用されている施設の物理セキュリ

ティにおけるさまざまなコンポーネントの操作、管理、コントロールは、AWS によって行われ、

AWS インフラストラクチャ上にcloudpack が構築したシステムにおけるセキュリティは 

cloudpack が保護いたします。cloudpack  が構築したシステム上運用される業務アプリ

ケーションおよびデータのセキュリティについてはお客様ご自身で保護 

AW

S 
• ファシリティ 

• 物理セキュリティ 

• コンピュートインフラ 

• ストレージインフラ 

• ネットワークインフラ 

• 仮想化レイヤー 
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していただく必要があります。 

 
従来のオンプレミス（構内設置）環境では、すべてについてセキュリティを確保する必要があったこ

とと比較すると、cloudpack ご利用のお客様については、ご自身でセキュリティを確保していた

だく範囲が限定されることを意味します。 

 

2.2.2 ベストプラクティスによるシステム開発とシステム運用 
 

AWS と cloudpack はクラウドシステム運用の長い経験から、それぞれに数多くのベストプラ

クティスを蓄積しています。 

 
cloudpackは、AWS が提供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、さらに 

cloudpack が持つベストプラクティスに従って、お客様の環境を運用しています。 

 
従来は、インフラストラクチャから業務アプリケーションまで、すべてにおいてお客様ご自身による運

用ノウハウの蓄積が必要でしたが、cloudpack ご利用のお客様は、お客様が利用される業務

アプリケーションの範囲に集中してノウハウの蓄積をしていただければ良いことを意味します。 

 
このように、システム構築、運用、セキュリティについて、お客様、cloudpack、AWS がそれぞ

れに役割と責任を分担することで、より少ない労力で、より早く、求めるものが得られる時代にな

ったと言えます。 

 
AWS のベストプラクティスの詳細については、付録3「AWS が提供するシステム構築・運用上の

ベストプラクティス」をご参照ください。 

 
 

2.3 本ホワイトペーパーについて 

 
本ホワイトペーパーは、AWS のクラウドサービス上でアプリケーションを開発・運用される方やサ

ービス提供事業者のマネジメント層の方に対して、AWS クラウドネイティブなサービスを利用した

開発技法について、ご理解いただくことを目的にご提供するものです。 

 
対象読者 : 

 
• AWS クラウドサービス上で、アプリケーションを開発・運用している方 

• AWS クラウドサービス上で、アプリケーションサービスを提供している事業者のマネジメント層の

方 

• AWS クラウドサービス上で、アプリケーションを構築することで、コストの削減やセキュリティの向上を

検討している方 

• AWS クラウドサービスを活用することで、工数の削減を目指そうと検討している方 
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第3章 サーバーレス運用で目指すさらなるコスト削減 

一般にシステムの運用には、プログラムを動かすためのサーバーが必要です。そしてそのサーバー

は、常に稼働していなければなりません。この常識を覆すのが、AWS Lambda（ラムダ。以下、

Lambda）です。 

 
Lambda は、サーバーを必要としない、イベント駆動型のプログラム実行環境です。サーバーを

必要としないので、サーバー自体のコストがかからないのはもちろん、運用や保守のコスト、さらに

システムの開発工数を減らす効果もあり、コストの削減に大きく貢献します。 

 
Lambda の登場は、クラウド業界における大きなターニングポイントであり、Lambda はこれ

からのクラウド運用を大きく変えていくと cloudpack は考えています。 

 
 

3.1 これまでのクラウド: コスト削減に貢献する EC2 

 
従来のオンプレミス環境では、サーバーの構成を容易に変えられないため、事前に負荷のピーク

を予測し、そのピークに合わせた構成でシステムを構築しなければなりませんでした。しかし、ピーク

時以外にほとんど負荷がかからないシステムの場合、そのリソースはピーク時以外には活用されず、と

てももったいないことになっていました。 

 
これに対して、クラウドの仮想サーバーである Amazon EC2（以下、EC2）インスタンスは、「必要

なときに、必要なスペックのサーバーを、必要な台数だけ、すぐに用意できる」のが特長です。ほとん

どのシステムでは 24 時間 365 日、同じ処理能力を必要としません。システムの負荷はフラットで

はなく、ピークのときと、そうでないときとで大きな差があります。クラウド環境ならば、好きなタイミ

ングで構成を変更することができます。負荷が少ないときは、スペックを落としたり台数を減らした

りできます。逆に、予想より実際の負荷が高くなってしまったときにも、スペックを上げたり台数を増

やしたりすることで乗り越えられます。 

 
EC2 インスタンスのスペック変更や台数の変更をするために、AWS には AutoScaling とい

うサービスが提供されており、スケジュールに基づいて実施する方法と動的に実施する方法が利

用できます。 

 
台数・スペック クラウドなら、想定するシステム負荷を超え

ても対応できる 

 
オンプレミス環境 

 

 
 

 

ピークの期間 

 

クラウド環境 

想定するシステム負荷 

 

 

 

 

 

 
時間・日 

この斜線の差がコストの差となる。 

 

図 1 負荷相応の台数やスペックに調整すると、コストを削減できる 
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24時

間 

スケジュールに基づいて実施する方法は、例えば、「キャンペーン中などアクセス殺到が予想される

期間だけ」や「各店舗からその日の売上集計が上がってくる時間帯だけ」というように、あらかじ

め決めた一定期間だけ EC2 インスタンスのスペックや台数を調整するときに利用します。 

 
動的に実施する方法は、実際のシステム負荷に追随するように、自動的にEC2 インスタンスのスペ

ックや台数を調整したいときに利用します。インスタンスやトラフィックがどのような状態になったとき

に、インスタンスの台数をどのように調整するのかをあらかじめ設定しておくことができます。 

 
このように負荷に合わせて構成を調整し、無駄を減らすことは、コストの削減に直結します。オンプレミス

環境のサーバーを、EC2 インスタンスに置き換えた場合、システム負荷のピークとオフピークの差が

大きなシステムほど、コスト削減効果が大きくなるのです。 

 

3.1.1 EC2 によるコスト削減の限界 
 

EC2 インスタンスの台数とスペックを負荷に応じてきめ細やかに調整することで、適切なコスト削

減を図ることができますが、これによりすべてのシステムについて最適化できるわけではありません。 

 
例えば、次の2つのケースを考えます。 

 
【ケース 1：スケジュールに従って動作する場合】 

1日1回、メールを送信するシステム 

 
【ケース 2：待機時間が発生する場合】 

ほとんどの時間は待機していて、ユーザーからの要求があったときだけ稼働するシステム 

 
（1）のケース （2）のケース 

CPU 負荷  

 
 

1台分 

CPU 負荷  

 

 
1台分 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1日 1日 
 

 

処理するとき以外はインスタンスを停止できるの

で、1時間分のコストしかかからない。 

 
待機のため 24 時間インスタンスを起動し続け

なければならないので、インスタンス1台分のコ
ストが丸々かかる。 

 

図2 待機を必要とする場合は、1台のインスタンスのコストが最低かかる 

 

スケジュールに従って動作するシステム（ケース1）は、EC2 インスタンスを使ったコスト削減を図りや

すいケースです。既定の時刻になったら EC2 インスタンスを起動し、メールを送信するプログラム

を実行します。そして処理を終えたらシャットダウンします。仮にメールを送信するのに 1 時間しか

かからないのであれば、1 時間分の EC2 インスタンスのコストしかかかりません。 

 
しかし、待機時間が発生するシステム（ケース 2）では、いつユーザーからの要求があるかわから

ないので、ケース1のように EC2 インスタンスを停止するわけにはいきません。 

1 時間 

停
止 

処 

理 

停
止 



cloudpack サーバーレス開発ホワイトペーパー 8  

最低でも1台の EC2 インスタンスは 24 時間稼働させる必要があり、コストをそれ以下に抑

えることはできないのです。 

 
また、EC2 インスタンスは、1時間単位での課金であり、その起動には 5分ほどかかるため、分単

位など短い時間できめ細かい調整を求める場合は、EC2 以外の方法を考える必要があります。 

 
 

3.2 これからのクラウド: さらなるコスト削減を実現する Lambda 

 
EC2 インスタンスの「1 時間単位の課金」や「起動のオーバヘッド」といった「限界」を突破することが

できるAWS のソリューションが Lambda です。 

 

3.2.1 実行した実時間と回数で課金されるLambda 
 

Lambda は、事前に登録しておいたプログラムを実行するための、小さな実行環境です 

（プログラムの実行には、EC2 インスタンスを使いません）。登録されたプログラムは、あらかじめ

指定されたトリガーにより瞬時にLambda 環境にロードされ、実行されます。 

Lambda を利用することにより、「起動のオーバヘッド」という EC2 インスタンスの 1 つ目の「限

界」を突破することができるのです。 
 

［ 注］コールドスタート時の Lambda 関

数の起動は多少のオーバーヘッドが発生

します。 

Lambda では、実行した「時間（100ミリ秒単位）」と「回数」で課金されます。プログラムは、

Lambda に登録しただけではコストがかからず、純粋に実行に必要としたリソース分だけの課

金となります。Lambda を利用することにより、「1 時間単位の課金」という EC2 インスタンス

のもう一つの「限界」を突破することができるのです。 

 
待機が多いシステムや負荷に緩急があるシステムでは、Lambda へ移行することで、90% 以上

もコストを削減することが可能です（図3）。 

 

【EC2を使う場合】 

CPU 負荷 

【Lambdaを使う場合】 

CPU 負荷 

 

1台分 

 

 

 

 

 

 

 
 

1日 1日 

 
インスタンス 1 台分のコストが丸々かかる。 斜線部分のコストを丸々カットできる。 

図 3 Lambda を使うと90% 以上のコスト削減も可能となる 

 
3.2.2 システム構築時の人的コストの削減 

 
Lambda には、他にもコストを削減する効果があります。まず、システム構築時の人的コストです。 

 
EC2 インスタンスは、汎用的なサーバーです。起動直後は OS がインストールされただけの状態

なので、すぐにシステムで利用することはできません。アカウントなどの初期設定をし、システムの提

供に必要なデータベースソフトや HTTP サーバーソフトなどの各種ミドルウェアをインストール・設

定して環境を整えていくことで、ようやくプログラムを動かせる環境が整います。このようなインフラ

環境の整備は、システム構築時の人的コストにつながります。 

1台分 



cloudpack サーバーレス開発ホワイトペーパー 9  

OS やミドルウェアも含め EC2の場合 

 ほとんどが利用者の責任 

利用者 

 

アプリケーション データ 
• セキュリティ設定

 
• アカウント管理 

 
• ネットワーク設定 

• パラメータチューニング 

• 監視/バックアップ/ 障害対応 

責任分岐点 

• ファシリティ • ストレージインフラ 

• 物理セキュリティ • ネットワークインフラ 

• コンピュートインフラ • 仮想レイヤー 

 

アプリケーション以外は Lambdaの場合 

 AWSの責任 

利用者 

 
アプリケーション データ • アカウント管理 

責任分岐点 

• セキュリティ設定 

• ネットワーク設定 

• パラメータチューニング 

• 監視/バックアップ/ 障害対応 

• ファシリティ • ストレージインフラ 

• 物理セキュリティ • ネットワークインフラ 

• コンピュートインフラ • 仮想レイヤー 

 

 

純粋に、このプログラムを作

るだけでよい 

... 

Lambdaを使った開発 

EC2インスタンス 

これらの初期設定が必要 

 

 

セキュリティパッチの適用な

ど適切な保守運用が不

可欠 

本当はこれを作るだけで

よいはずなのに ... 

} 

EC2を使った開発 

プログラム 

プログラム 

 
ApacheやNginxなど 

 
Java、PHP、Perlなど 

 
動かしたいプログラム 

Lambda では、インフラ環境の整備が必要ありません。Lambda の実行環境は AWS が提

供してくれるからです。開発者は、事前にインフラ環境の準備をする必要がなく、プログラムを用意

さえすれば、直ちに実行できます。 

 

図 4 Lambda ならプログラムを置くだけですぐに実行できる 

 
3.2.3 運用コストの削減 

 
Lambda には、運用コストを削減する効果もあります。 

 
EC2 インスタンスを 24 時間 365 日、安定して運用するには、適切なシステム管理が不可欠で

す。システムの監視はもちろん、適切なアップデートやセキュリティパッチの適用、そして、インスタンスの

バックアップも必要です。これらを怠ると、情報漏えいが発生したり、サービスを継続できない事態に

陥いたりすることもあり得ます。このような事故を防ぐため、インフラ環境の運用には、適切な技術

者を割り当て、何らかの形で 24 時間監視していることでしょう。 
 

 

 

 

 

 

 
［注］当然  Lambda 関数の実行結果に

対する監視はアプリケーション運用として

今までどおり必要です。 

Lambda なら、プログラムの実行環境であるインフラを AWS が用意しているので、開発者はイ

ンフラ環境を意識する必要がありません。Lambda の実行環境は、負荷に応じてスケーリング

されるので、スケールアップやスケールアウトについて考える必要もありません。インフラ環境の整備

や監視の必要がないので、インフラエンジニアのすべき仕事は、ほとんどありません。Lambda を

用いたシステム運用では、インフラエンジニアとデベロッパーとの垣根がなくなり、皆で少しずつ保守・

運用を担当するやり方にシフトしていくことでしょう。 

 

3.2.4 セキュリティリスクの低減 
 

Lambda には、セキュリティリスクを下げる効果もあります。 

 
EC2とLambda とでは、AWS と利用者の責任分岐点が異なります（。図5） 

 

図5 EC2 とLambda とでは責任共有モデルが異なる 

ミドルウェア 運用ツール 

OS 

 
ミドルウェア 運用ツール 

OS 
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EC2 では、EC2 インスタンス上で動く、すべてのソフトウェア ―― OS、ライブラリ、言語のラン

タイムなど ―― は、利用者の責任です。それに対して Lambda では、これらすべてが AWS 

の責任になります。 

 
そのため管理を AWS に任せられるだけでなく、これらに関するセキュリティリスクを利用者が

負わずに済みます。例えば、セキュリティパッチを適用する場合、適用手順を誤ると二次災害が起

きる可能性がありますが、Lambda なら、セキュリティパッチの適用は 

AWS が行うので、その危険を利用者が冒す必要がありません。 

 
Lambda を使えば、管理・運用の煩わしさから解放され、プログラムコードの開発に注力す

ることができます。 
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第4章 Lambdaはイベント駆動型プログラミング 

EC2 インスタンスを使ったすべてのシステムを、この魅力的な Lambda にすべて置き換えが可

能なのでしょうか？ 

 
残念ながら、答えはNoです。Lambda とEC2 インスタンスはプログラムの動き方が違うた

め、必ずしも EC2 インスタンスの代替にはなりません。 

 
Lambda を活かすには、その性質を理解したシステム設計が不可欠となります。本章では、実際に

Lambda の導入をする上で必要な知識についてご紹介します。 

 
 

4.1 AWS サービスを糊付けするようにプログラミングする 

 
Lambda は、スクリプトを実行するための実行環境です。Lambda に登録したスクリプトのこ

とを「Lambda 関数」と呼びます。Lambda 関数は、AWS のさまざまなサービスと連携して

動作するように作ります。 

 

  
Amazon S3 

Amazon 
Kinesis 

 

 

 
AWS 

CloudFormation 

 

 

 

Lambda DynamoDB 

 
CloudWatch 

 
 

 
 

IAM 
 
Amazon SNS 

Amazon SES Amazon SQS 

 

図6 Lambda を取り巻く AWS サービス 

 

例えば「ストレージに何か書き込まれたらメールする」という処理をしたいときは、ストレージサービスで

ある「Amazon S3（以下、S3）」からデータを読み取り、メール送受信サービスである

「Amazon SES（以下、SES）」にメールの送信を依頼するというスクリプトを書きます。 

 
Lambda は、さまざまな AWS サービスを疎結合で糊付け（グルー）する仕組みです。 

AWS には、多種多様なサービスがありますから、それらをうまく組み合わせることで、開発者が記述

すべきプログラムの量を大幅に減らせます。 
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表 1 に、Lambda とよく組み合わせて使われる主な AWS サービスを記します。 

 
表 1 Lambda と組み合わせて使われる、主な AWS サービス 

サービス名 概要 

Amazon S3 ストレージサービス。HTTP プロトコルなどでファイルの読

み書きができる 

Amazon Kinesis 大量のデータを記録して解析するサービス 

Amazon DynamoDB NoSQL データベース 

AWS CloudFormation テンプレートからシステム全体を構築するためのオーケスト

レーションシステム 

Amazon CloudWatch クラウドリソースとアプリケーションのモニタリングサービス 

Amazon CloudWatch Logs ログのモニタリングサービス 

Amazon SNS 各種サービスやモバイルに通知を送信するメッセージサービ

ス 

Amazon SES 電子メールサービス 

Amazon SQS キューイングサービス。Lambda と、直接関係しないが、

Lambda での処理をキューイングして順次処理したいとき

に、よく用いる 

IAM さまざまな AWS サービスに対する権限を示すオブジェク

ト。例えば、DynamoDB にデータを書き込もうとする場

合、その Lambda 関数は、適切なIAM 権限の設定が必要

となる 

 

 

4.2 Lambda  関数は小さく分ける 

 
Lambda を前提とする場合、大きなひとつの Lambda 関数に、すべてを実装しようとす る

のではなく、「たくさんの Lambda 関数が、次々と呼び出されることで、全体のシステムが動く」と

いうように、できるだけ小さな Lambda 関数の集合として作るようにします。 

 
例えば、空メールが届いたときに、それをデータベースに登録し、差出人には「登録ありがとう

ございました」という自動応答メールを送りたいとします。このとき、1 つの 

Lambda 関数で、「データベースへの登録処理」と「自動応答メールの送信処理」を記述すること

もできますが、そうせずに、図 7 のように「（1）DB 登録するLambda 関数」と「（2）メール送信

する Lambda 関数」の 2 つに分けるのが、望ましい設計です。 
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自動応答メール 
 

⑥   自動応答メールの配信 

 

 
 

図7 2 つの Lambda 関数に処理を分ける 

 

処理を小さく分割する理由は、Lambda 関数に課せられた制限とコストです。 
 

［注］どうしても 5 分よりも長くかかる処

理を実行したいときは、Lambda 関数

から EC2 インスタンスを起動し、そちら

で実行するという手法があります。 

 

 

 

［注］Lambda には、実行時間以外に、もう

ひとつ制限があります。それは、同時に実

行できる Lambda 関数の数です。初

期構成では、同時実行できる  

Lambda 関数が 100 個までに制限

されています。ただし、この制限は AWS 

マネジメントコンソールから理由を告げて

申請すると、制限を緩和してもらえるため、

絶対的な制限ではありません。 

実は、Lambda 関数には、実行時間の制限があります。制限は、Lambda 関数を登録す

るときに決められますが、最大でも 5 分です。この時間を超えると、強制終了します。そしてまた、

メモリの制限もあります。割り当てるメモリも、実行時間の制限と同じく、 

Lambda 関数を登録するときに決められますが、多くのメモリを割り当てるほどコスト高になり

ます。 

 
Lambda 関数は、実際に動いた時間と割り当てたリソースに対する課金となります。したがって、

コスト削減を目指すなら、プログラムをできるだけ小さく効率化し、短い時間で処理が完了するよ

うに努めるべきです。 

 
 

4.3 Lambda 関数を実行する引き金となる「イベントソース」 

 
Lambda は、イベント駆動型のプログラム実行環境です。「指定した時刻」「ネットワークからデータ

を受信したとき」「ストレージや DB が更新されたとき」「メールが着信したとき」など、何らかのイベント

が引き金となって、プログラムが実行されます。 

 
Lambda を使うには、AWS を管理するときに用いる「AWS マネジメントコンソール（」または

API ）を使ってLambda 関数を登録し、どのイベントのときに実行したいのかを定義します。すると、

そのイベントが発生したときに実行されるようになります。 

①  メールを送信す

る 
Dynamo

DB メール 

②  引き金となって Lambda 
関数が呼び出される 

SE

S 

テーブル 

Lambd

a ③ 差出人のアドレスを

登録する 

SES からの指令を受け 

DB に書き込む 

Lambda 関数 

④  引き金となって Lambda 

DynamoDB か ら の 指令
を受け、メールを送信する

Lambda 関数 

⑤   自動応答メールを送信 

関数が呼び出される 

（2）メール送信する 

Lambda 関 数 

（1）DB 登録する 

Lambda 関数 
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Lambda 

 

 

 

 

 

 

 

あらかじめプログラムを登録しておく 

 
図 8 Lambda によるプログラム実行の仕組み 

 

4.3.1 イベントソース 
 

イベントの発生源となるものを「イベントソース」と呼びます。次の 3 種類に分類できます。 

 
Lambda 

 
①  スケジューリング

 

                
 

 
 

 

... 

... 

 
 

② APIGatewayを経由 

 

 

Web ブラウザや JavaScript からの 

HTTP（HTTPS）     アクセス 

 

 
 

... 

 
                                                             ③ AWS の各サービス 

 
ファイルアップロード 

 

 

 

 

 ... 

 

E 

 

 

図 9 Lambda 関数は、さまざまなイベントソースから起因したイベントによって実行される 

午前 8:00 に実行 

Lambda 関数 

Lambda 関数 

イベント 

 
一定時間ごとの

呼び出し 

ネットワーク通信 

ストレージや 

DB の更新 
メールの着信 

①  イベントの発生 

②  実行 

... 
イベントが発生すると   

プログラムが実行される 

 

プログラム 

 

プログラム 
プログラム 

（Lambda 関数） 

Amazon SES 

Amazon SNS 

Amazon S3 

API Gateway 

API Gateway 

毎土曜日の午後 

9:00 に実行 

Lambda 関数 

SNS メッセージ 

Eメール 
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（1） スケジュールドイベント 

あらかじめ指定したスケジュール時刻に実行されるイベントです。例えば、「10 分ごとに実行する」

「毎日午前 8:00 に実行する」「毎週土曜日の午後 9:00 に実行する」「毎月 1 日の 15:00 に

実行する」などの時間設定ができるもので、サーバーにおける cron を使った定期実行に相当

します。 

 
（2） API Gateway 

Lambda 関数を呼び出すための URL を事前に割り当てておき、外部からその URL にア

クセスするとLambda 関数が呼び出される仕組みです。JavaScript や Web フォーム

などから呼び出すRESTful な Web API として Lambda 関数を定義できます。 

 
（3） AWS の各種サービス 

AWS の各種サービスから呼び出されるケースです。例えば、ストレージサービスの 

「Amazon S3（以下、S3）」を、Lambda のイベントソースにすると、S3 にファイルが書き込まれ

たときに、Lambda 関数が呼び出されるようになります。このとき Lambda 関数では、書き

込まれたファイルにアクセスできるので、それをエンコードしたり圧縮したり、別のサーバーに転送した

り、データベースに登録するなどの処理を実現できます。 

 

①  ファイルを 
  アップロードする 

 

①  ファイルを変換して書き戻す 

 

Amazon S3 

 

②  引き金となって Lambda 

関数が呼び出される 

 

 

Lambda 

 

図10 S3 とLambda を組み合わせてデータを変換する構成例 

 

また、E メールを送受信する「Amazon SES（以下、SES）」も、イベントソースとして利用できます。

例えば、「特定のメールアドレスに空メールが届いたとき、その差出人のメールアドレスをデータベース

に登録する」というようなシステムを構築できます（この実例は次の章で解説します）。 

 
 

①  メールを送信する 

 

メール  
SES 

 

 

 

 
Lambda 

 

 

 
 

 

図 11 SES とLambda を組み合わせて空メール登録システムを作る例 

 

Lambda 関数 

 
る              

   

   

②  引き金となって Lambda 

関数が呼び出される 

Dynamo

DB 

テーブル 

③    差出人のアドレス

を登録する 

 

Lambda 関数 
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AWS には、さまざまなサービスがありますが、すべてがイベントソースとなるわけではありません。

本書の執筆時点において、Lambda のイベントソースとなる AWS サービスは、表 2 の通りで

す。 

 
表2 AWS Lambda のイベントソースとなる AWS のサービス 

イベントソース 概要 

Amazon S3 オブジェクト（ファイル）の作成や削除などのタイミング

で Lambda 関数を呼び出せる 

Amazon DynamoDB テーブルのレコードが更新されるタイミングで 

Lambda 関数を呼び出せる。更新後のデータだけで

なく更新前のデータも取得できる 

Amazon Kinesis レコードが記録されるタイミングで Lambda 関数を

呼び出せる 

Amazon SNS SNS トピックから新しいメッセージを送信するタイミング

で  Lambda 関数を呼び出せる。受信はサポートし

ないが、受信記録をCloudWatch Logs に残すよう

に構成することで、間接的にLambda 関数を呼び出

せる 

Amazon SES メールの送受信のタイミングで Lambda 関数を呼び

出せる 

Amazon CloudWatch 

Logs 

ログが記録されるタイミングで、Lambda 関数を呼び

出せる 

AWS CloudFormation テンプレート中で、任意の Lambda 関数の呼び出し

コードを記述できる 

 

 
4.3.2 Lambda 関数の書式と渡されるデータ 

 
イベントが発生すると、Lambda 関数のエントリポイントが呼び出されます。 

 
プログラミング言語によって異なりますが、エントリポイントは、次のように「event」と 

「context」の 2 つの引数をとります。これらの引数には、イベントが発生したときの状態が渡さ

れます。 
 

 

［注］本ホワイトペーパーでは、プログラミン

グ言語として「Python」を用い ます。

Lambda 関数は、Python 以外に

「JavaScript（Node.js）」や「Java」で

も記述可能です。 

【エントリポイントの例（Python）】 
 

 
 

（1） event 引数 

event には、イベントソースごとに規定されたデータが格納されており、event[' キー名']  で、その

値を取得できます。どのようなデータが格納されているのかは、イベントソースによって異なります。 

 
例えば、SES がイベントソースであるなら、「差出人メールアドレス」「メールヘッダ」「メール本文」など、メ

ールに関する情報が含まれます。 

 
S3 なら「書き込まれたファイル名」や「書き込み日時」など、ファイルに関する情報が含まれます。

DynamoDB なら「更新されたデータ」「更新前のデータ」など、テーブルのレコードに関する情報が

含まれます 。 

def lambda_handler(event, context): 
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（2） context 引数 

context 引数は、Lambda  実行環境の状態（コンテキスト）を保持しています。この引数の

メンバ関数を呼び出すと、例えば「割り当てられているメモリの容量」「実行時間」などがわかります。 

 
ここで大事なことは、event 引数に渡されるイベントデータは、発生したイベントの種類によって異

なるという点です。Lambda 関数を作るときは、AWS のドキュメントを参照して、 

「どのようなイベントが発生するのか」だけでなく、「そのとき、どのようなデータが渡されるのか」を事前

に調べておく必要があります。 
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第5章 Lambdaを使ってみる 

Lambdaを使うことで、いかに短いコードでシステムを構築できるのか、その実例を見てみましょ

う。 

 
ここでは例として、図 12 に示す「メールアドレスの自動登録システム」を考えます。エンドユーザーは、

登録用のメールアドレスに、空メールを送信します。そして、その差出人のメールアドレスがデータベース

に登録されるという仕組みを作ります。 

 

 

 

②  引き金となって 

Lambda 関数が呼び出

される 

DynamoDB 

 

Lambda 

 
 

 

 
（2） Lambda 関数を作る 

 

③    差出人のアドレス

を登録する 

 
 

 

 

テーブル 

 

図12 Lambda を使って差出人のメールアドレスデータベースに自動登録する例 

 

 
 

メールの受信には「SES 」を用います。そして、データベースには「DynamoDB」を使います。このシステ

ムを構成するための主な手順は、次のようになります。 

 
（1） DynamoDBにテーブルを作成する 

まずは、DynamoDB に、メールアドレスや受信日時を登録するテーブルを作成します。 

 
（2） テーブルに記録する Lambda 関数を作る 

次に、メールを受信したときに実行する Lambda 関数を作ります。この Lambda 関数は、 

SES から呼び出されたときに渡されるevent 引数から、受信したメールの「メールアドレス」と「受

信日時」を取り出し、それを（1）のテーブルに書き込むように作ります。 

 
（3） メール受信時に Lambda 関数を呼び出すように構成する 

SESを構成して、メールを受信したときに（ 2）のLambda 関数を呼び出すように構成します。 

 

 
 

① メールを送信する 

メール 

SE

S 

（3）    特定のメールアドレスに受
信があったときに 

Lambda 関数を呼び出

すように構成する 

＜実際に操作する際の注意＞ 

 
実際に操作をはじめる前に 2 つの注意点があります。 

1つめは、AWS のリージョンについてです。図12 に示したシステムでは、メールを受信するの

に「SES」を使います。SES   が利用できるリージョンは、「バージニア北部」「米国西部（オレゴ

ン   ）」「欧州（アイルランド）」だけです（東京リージョンでは利用できません）。そこで以下の説明では、

すべての操作において「バージニア北部」を使うことにします。AWS マネジメントコンソールの右

上から［リージョン］を切り替えて操作してください。 

 

Lambda 関数 

（1）  テーブルを

作成する 
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5.1 DynamoDB にテーブルを作る 

 
では、はじめましょう。まずは  DynamoDB  にテーブルを作ります。DynamoDB  は、 

NonSQL のデータベースです。「テーブル名」と「プライマリーキー」を設定するだけで、テーブルを作

れます。ここでは、「registered_email」という名前のテーブルを作ります。 

AWS マネジメントコンソールのホーム画面から、［DynamoDB］を開き、次のように操作してくだ

さい。 

 

【手順】DynamoDB にテーブルを作る 

［1］テーブルを作成する 

［ダッシュボード］から、［テーブルの作成］をクリックしてください。 
 

図 14  [ テーブルの作成］をクリックする 

 
［2］テーブル名とプライマリーキーを設定する 

テーブル名とプライマリーキーを設定します。ここではテーブル名を「registered_email」   としま

す。プライマリーキーは、メールアドレスを入力する項目を想定し、「email」と名 付けることにします。

入力したら［作成］ボタンをクリックしてください。すると、テーブルが作成されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 13   リージョンの切り替え 

 

2つめは、権限について。この章の手順では、AWS の「IAM」「Lambda」「DynamoDB」 

「SES（」そして、実 際にメールの受信をするなら MX レコードを構成するために 

「Route53」）の操作をするため、これらに対するフル権限が必要です。 
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図15 テーブル名とプライマリーキーを設定してテーブルを作成する 

 

 

5.2 テーブルに登録する Lambda 関数を作る 

 
次に、メールが届いたときに、その「差出人のメールアドレス」と「受信日時」を、いま作成した

registered_email テーブルに登録する Lambda 関数を作ります。 

 

5.2.1 SES から呼び出されるときの event 引数の値の例 
 

Lambda 関数を書くに当たり、はじめに知らなければならないのは、event 引数に渡される

データの中身です。このデータは、イベントソースごとに異なるので SDK ドキュメントの該当箇所を、

確認しなければなりません。例えば SES の場合、次のドキュメントに記載されています。 

 
【 SESの メ ッ セ ー ジ 書 式 】 

 : http://docs.aws.amazon.com/ja_ 

jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving- email-notifications-

contents.html 

 
具体例を示すと、次のようになります。 

 
メールを受信したときの event 引数データの抜粋 : 

 
{ 

"Records": [ 

{ 

"ses": { 

"mail": { 

"source": " 差出人のメールアドレス ", 

"timestamp": " 受信日時（ISO8601 形式）", 

"destination": [ 

" 宛先のメールアドレス ", " 宛先のメールアドレス ", … 

], 

… 

}, 

"receipt": 

{ "recipients": 

[ 

" 受信者のメールアドレス ", " 受信者のメールアドレス ", … 

], 

"timestamp": " アクションが実行された日時（ISO8601 形式）", 

} 

http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/ses/latest/DeveloperGuide/receiving-
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event['Records'] は、配列です。受信したメールの 1 通目は  

event['Records'][0]、2 通目は event['Records'][1]、…、という要素として構

成されます。このデータ構造から、 

n 通目の「差出人のメールアドレス」と「受信日時」は、次のように取得できることがわかります。 
 

つまり、この値を DynamoDB のテーブルに書き込むのが、これから作っていく 

Lambda 関数の処理となります。 

 

5.2.2 差出人と受信時刻をDynamoDBに登録するLambda関数を作る 
 

構造が分かったところで、メールの差出人と受信日時を DynamoDB に登録する 

Lambda 関数を作りましょう。AWS マネジメントコンソールのホーム画面から［Lambda］をクリッ

クして、Lambda の設定画面を開き、次のように操作してください。 

 

【手順】メールの差出人と受信日時を DynamoDB に登録するLambda 
関数を作る 

［1］Lambda 関数を新規作成する 

ウェルカム画面が表示されたときは、［Get Started Now］をクリックします。すでに 

Lambda 関数を作っているときは、Lambda 関数一覧が表示されるので、［Create 

a Lambda function］ボタンをクリックします。 

 

 

図16 Lambda 関数を新規作成する 

}, 

} 

] 

} 

受信日時 event['Records'][n]['ses']['mail']['timestamp'] 

event['Records'][n]['ses']['mail']['source'] 差出人メールアドレス 
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［2］「hello-world-python」をベースにして新規作成する 

Lambda 関数の新規作成では、いくつかのベースとなる雛型を選べます。ここでは、とても単

純な「hello-world-python」という雛型から作ります。テキストボックスに 

「hello」と入力すると絞り込まれるので、「hello-world-python」を選んでください。 
 

 

図 17 「hello-world-python」から作成する 

 
［3］関数名と説明を設定する 

すると、Lambda 関数の設定画面となります。まずは、上部の［Name］と［Description］ に

「関数名」と「説明文」を入力します。ここでは［Name］に「registerTable」という関   数名を付けま

す。［Description］は空欄で構いません。その下には、選んだ「hello-world- 

python」による雛型が記述され、ここでプログラムを変更できますが、あとで編集したほうが操

作しやすいので、そのままにしておきます。 
 

図18 関数名と説明文を設定する 
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［4］権限を指定するIAM ロールを選ぶ 

次に、この Lambda 関数を実行する際に用いるIAM ロールを選びます。IAM ロールとは、セ

キュリティ権限のことです。この Lambda 関数では、DynamoDB にデータを書き込みた

いので、そのアクセス権を有するIAM ロールを選択しなければなりません。いくつかの方法があ

りますが、ここでは、DynamoDB にアクセスできるIAM ロールを新規作成することにします。

［Role］の部分で「Basic with DynamoDB」を選択してください。 

図19  ［Basic with DynamoDB］を選択する 

 

すると、別ウィンドウ（別タブ）で新しいロールの作成画面が表示されるので、［許可］ボタンをクリ

ックすると、ロールが作成されます。 

 

図 20 ロールを設定する 

 

［注］必要であれば、［Advanced 

settings］の部分で、この Lambda 

関数に割り当てるメモリと、タイムアウト

時間を設定できます。 

［5］次に進む 

［4］で作成したロールが選択された状態となって、元の画面に戻ります。［Next］ボタンをクリックし

て、次の画面に移動してください。 

 

 
 

図 21 次の画面に進む 
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［6］確認する 

最後に、確認画面が表示されます。［Create function］をクリックすると、この Lambda 

関数が作られます。 

 

 

図 22 確認する 

 

5.2.3 プログラムを記述する 
 

すると、図 23 のように、作られたLambda 関数のコードが表示されます。最初は、「hello- 

world-python」のプログラムです。この部分を、「差出人のメールアドレス」と「受信日時」を 

DynamoDB に書き込むプログラムに書き換えます。そのプログラムは、List 1 の通りです。 

図 23 作られた Lambda 関数 

 

List 1 差出人のメールアドレスと受信時刻を DynamoDB に書き込む例 

# coding: utf-8 

# boto3 ライブラリのインポート

import boto3 

 
def    lambda_handler(event,     context): 

# dynamoDB のテーブルを開く 

dynamodb  =  boto3.resource('dynamodb') 

table = dynamodb.Table('registered_email') 
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すでに説明した SES のイベントにおけるイベントデータの構造を基に、次のようにして、受信メー

ルアドレスと受信日時を取得しています。 

 

Python で DynamoDB にアクセスするには、Boto3 ライブラリを使います。 

 
【Boto3 ライブラリ】https://boto3.readthedocs.org/en/latest/ 

 

テーブルに書き込むには、まず次のようにしてDynamoDB のテーブルオブジェクトを得ます。 
 

このテーブルオブジェクトの put_item メソッドを呼び出すと、レコードを書き込めます。 
 

プログラムを書き換えたら、［Save］をクリックして保存してください。 

 

図 24 保存する 

# 受信したメールを処理する 

for record in event['Records']: 

# 差出人と受信日時 

email =  record['ses']['mail']['source'] 

timestamp = record['ses']['mail']['timestamp'] 

# テーブルに保存 

table.put_item(

 Item={ 

'email': email, 

'timestamp': timestamp 

} 

) 

for record in event['Records']: 

email  =   record['ses']['mail']['source'] 

timestamp = record['ses']['mail']['timestamp'] 

import boto3 

dynamodb  =  boto3.resource('dynamodb') 

table = dynamodb.Table('registered_email') 

table.put_item(

 Item={ 

'email': email, 

'timestamp': timestamp 

} 

) 
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5.2.4 動作テストする 
 

この時点で、本当に動くかどうかをテストしてみましょう。 

 
Lambda には、ダミーのイベント引数を作って、それを渡してLambda 関数を呼び出す

機能があります。［Test］をクリックすると、送信するイベントのテンプレートを選べます。ここで

は、［SES Email Receiving］を選んでください。これは、「Jane Doe 

<janedoe@example.com>」というユーザーからメールが届いたときのイベントをエミュ     レー

トしたものです。受信日時は「1970-01-01T00:00:00.000Z」が設定されています。     ここ

で［Save  and  test］をクリックすると、実際にこのイベントが発生し、Lambda 関数が実行

されます。 

 

図25 SES のメール受信イベントをエミュレートするデータ 

 

実行すると、図 26 のように、「succeeded」と表示されるはずです。 
 

図26 成功した旨が表示される 

 

本当に処理されたか、DynamoDB  の  registered_email  テーブルを開いて確認して

みましょう。［項目］タブを開くと、「janedoe@example.com」のメールアドレスが登録さ    れて

いるのがわかります。 

mailto:janedoe@example.com
mailto:janedoe@example.com
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図 27 メールアドレスが登録したことを確認する 

 

 

5.3 メールを受信したときにLambda関数を呼び出すように構成する 

 
次に、メールを受信したときに、いま作ったLambda 関数を呼び出すように構成しましょう。 

 

 

 
［注］メールを送受信するには、そのドメイ

ンの DNS サーバーの設定が必要です。

ここでは、「awsexample.club  ドメイ

ン」が、AWS の Route53 サービスに

よって、DNS の構成がされていることを

前提に進めます。 

ここでは、「register@awsexample.club」というメールアドレスでメールを受信し    た

ときに、Lambda 関数を呼び出すように構成してみます。メールを受信したときに 

Lambda 関数を呼び出すには、「ルールセット」を構成します。AWS マネジメントコンソールのホ

ーム画面から、［SES］を選択し、次のように操作してください。 

 

【手順】 Amazon SES を構成する 

［1］ルールセットを作成する 

［Email Receiving］    の         ［Rule Set］   をクリックして開き［、Create a Receipt Rule］   をクリックし

てください。 
 

 
図 28 ルールセットを作成する 

 

 
 

［注］実際に試すときには、所有しているドメ

イン名のメールアドレスを利用してください。

なお、下記の設定では、 

DNS サーバーの MX レコードを調整す

るため、設定を誤るとメールを受信でき

なくなる恐れがあります。SES に慣れない

うちは、業務で利用していないドメイン名を

使うのが無難です。 

［2］受信者のメールアドレスを追加する 

受信するメールアドレスを追加します。ここでは「register@awsexample.club」という  

メールアドレスで受け取ろうと思います。［Recipient］の部分に受信者のメールアドレス（ここでは

「register@awsexample.club」   ）を入力し、［Add Recipient］ボタンをクリックしてくださ

い。 

mailto:register@awsexample.club
mailto:register@awsexample.club
mailto:register@awsexample.club
mailto:register@awsexample.club
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図 29 受信者のメールアドレスを追加する 

 
［3］ドメイン検証をする 

［2］で入力したメールアドレスでメールを受信するには、ドメイン検証が必要です。［Verify 

domain］をクリックすると、検証に必要な DNS サーバーの設定が表示されます。 

 

図 30 ドメイン検証をする 

 

［注］DNS サーバーの設定を更新しても、

その反映には、しばらく時間がかかりま

す。Web ブラウザの［ 更新］ボタンをクリ

ックするなどして、反映されたか、適時確認

してください。 

この設定をDNS サーバーに施してください。なお、DNS サーバーに Route53 サービスを利

用している場合は［Use Route 53］をクリックすると、Route53 サービスの設定が、それに合

うように調整されます。ここでは、設定が完了したものとして、［Next Step］ボタンをクリックしてくだ

さい。 
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図 31 次の画面に進む 

 
［4］Action を設定する 

受信したときに、どのような操作をするのかを設定します。ここでは、Lambda 関数を呼び出した

いので、［Add action］で［Lambda］を選択してください。 
 

図 32 Lambda 関数を実行するように構成する 

 

［ 注］ ほと ん ど の 場 合 、 非 同 期 で あ る

「Event」を使います。同期である 

「RequestRespone」を 選 択 するの

は、SPAM フィルタやメールの置換など、

メール本体を加工して、その結果を 

SES に即座に通知したいときなど 、特

殊な用途に限られます。 

次にLambda 関数が選べるので、先に作成した「registerTable」という  Lambda  関

数を選択してください。［Invocation   type］は、同期で呼び出すか、非同期で呼び出すかの

設定です。ここでは、非同期で呼び出す「Event」を選択します。 

 
［SNS topic］は、このイベントが発生したときに、SNS に登録するかどうかの指定です。ここで

は「None」のままとしてください。設定が終わったら、［Next   Step］をクリックしてください。 

 

 
図 33 実行するLambda 関数を選ぶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この部分が「Verified」でないと     受信

できない可能性があるので注意 
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［5］ルール名を設定する 

ルール名を設定します。［Rule name］に適当なルール名を入力してください。どのような名前

でもかまいませんが、ここでは「、RegisterEmail」と入力します。残りの項目はデフォ ルトのままでか

まいません。［Next Step］をクリックして、次の画面に進んでください。 
 

図 34 ルール名を設定する 

 
［6］確認する 

確認画面が表示されます。［Create Rule］をクリックしてください。 

図 35 ［Create Rule］をクリック 

 

本来なら、ここで登録されるのですが、Lambda 関数を呼び出す権限がないので、エラーが表示

されます。エラーが表示されたら、［Add   permissions］をクリックしてください。すると、パーミ

ッションが追加され、Lambda 関数を呼び出せるようになります。 
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図 36 権限を追加する 

 
 

図 37 追加されたルールセット 

 

以上で設定は完了です。 

 
register@awsexample.club にメール を 送 信 すると、 そのメールアドレス が、 

DynamoDB の  registerTable  に登録されるようになります。実際にメールを送信してみ

ると、実際に登録されていることが確認できるはずです。 

mailto:register@awsexample.club
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5.3.1 CloudWatch でLambda の動作を確認する 
 

Lambda  関数の呼び出しは、CloudWatch  に記録されます。CloudWatch  Logs  を

確認すると、Lambda 関数の呼び出し履歴が記録されていることがわかります。 

図 38 CloudWatch Logs でログを確認する 
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また［Lambda メトリックス］を参照すると、それぞれの Lambda 関数の所要時間やエラー

などの統計情報がわかります。もちろんアラームを設定しておけば、エラーが発生したときに、メー

ルで通知するようにもできます。Lambda を用いたシステム開発では、このように状態を

CloudWatch で一元管理できるので、保守・運用がしやすいのも特長です。 

 

図39 Lambda メトリックスの参照 
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第6 章 まとめ 

Lambda の登場によって、プログラムを実行する環境は、EC2 だけではなくなりました。 

 
本ホワイトペーパーで説明してきたように「負荷のピークとそうでないときの幅が大きいシステム」や

「1 日の間の、少しの時間しか動かないシステム」は、Lambda で実装することにより、大幅にコス

トを削減できる可能性があります。 

 
そしてまた、プログラムを短くシンプルに書くことができることも Lambda の大きな特長です。

Lambda は今後、アーキテクチャの革新や工数の削減に、大きく貢献していくことでしょう。 

 

cloudpack におけるLambda 活用事例 

 
本ホワイトペーパーでは、付録にてcloudpack が実際に手がけた 2 つの Lambda 活用

事例をご紹介しています。 

 
いずれの事例も、EC2 インスタンスでの構築と比較して大幅なコスト減を実現しました。さらに、

Lambda の特長を活かすことで、システム構築や運用保守の工数が低減していることも注目に

値すべき点です。是非、ご参照の上、お客様のシステム設計にお役立てください。 
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付録 

付録1 ：【事例1】 S3 にアップロードされた画像をデータベース化し、 

ランダムに取り出す 

 
事例 1は、Lambda とS3、DynamoDB、SQS を利用し、エンドユーザーが投稿した写真

をランダムに選択してモニタに表示するシステムです。 

 
 

Lambda 

 
 

 
写真のアップロード（Base64） 

Base64 を

デコードした

データ 

 
 

  
スマートフォンや PC 

S3 

 

 

 
 

    

Queue 

SQS 

 

 

ファイル名の

保存 

 

画像出力 

ランダムなファイル名の取得 

 
 

 

 
 

モニター 

 

 
制御端末 

DynamoDB 
 

 
テーブル 

 
実際のファイルは、S3 から直接受信する 

 

図40 事例1 のシステム構成 

 

Lambda 関数の構成 
 

このシステムは、以下の 3 つの Lambda 関数で構成されています。 

 
（1） 画像変換関数（イベントソース：API Gateway ） 

制御端末から送信された画像データをデコードし、S3 バケットに書き込む Lambda 関数で

す。 

 
制御端末は JavaScript を使って、画像を Base64 形式で API Gateway の REST 

APIに送信します。この関数は、API Gateway 経由で Base64 形式のデータを受け取り、 

Base64 デコードしてから S3 バケットに書き込みます。 

 
そして後続の（2）の処理のために、書き込んだファイル名を SQS にも書き込みます。 

 
（2） 画像ファイル名登録関数（イベントソース：スケジュールドイベント） 

（1）の  画像変換関数が  S3 バケットに書き込んだ 画像ファイルのファイル名を、 

DynamoDB テーブルに書き込む Lambda 関数です。書き込んだファイル名は、後続の（3）

の処理で使われます。 

API Gateway JavaScrip

t 

JavaScrip

t 
API Gateway 

③ 登録済みの

画像の中から

ランダムな 

ファイル名を返す 

Lambda 関数 

① S3とSQSに 

書き込む 

Lambda 関数 

② キュー処理して 

DBに書き込む 

Lambda 関数 
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（3）画像取り出し関数（イベントソース：API Gateway） 

DynamoDB テーブルに登録されている画像ファイル名から、ランダムに 1 つのファイル名を返

すLambda 関数です。 

 
この関数は、画像変換関数と同様に、制御端末からAPI Gateway 経由で呼び出されます。

ファイル名を受け取った制御端末は、画像ファイルが格納された S3 バケットから同名の画像ファ

イルを取得し、モニタに出力します。 

 

Lambda 活用のポイント（遅延処理） 
 

このシステムでポイントとなるのは、遅延処理です。 

 
DynamoDB は、シンプルで高可用性を誇るNoSQL データベースですが、キャパシティの設

定によって同時アクセス数の上限が決まり、上限を超えて同時アクセスするとアクセスに失敗してしま

います。 

 
この事例では、処理をSQS でキューイングし、さらにLambda 関数をスケジュール実行させ

ることにより、意図的に処理を遅延させています。少しずつ緩やかにDynamoDB テーブルに書き

込んでいくことで、そのアクセス上限を超えないように調整しているのです。 

 
同様のことは、もちろん EC2 でも実現できますが、Lambda ではこの遅延処理をサーバーレ

スで実現できます。 

 

コストの比較 
 

このシステム（図40）において、実際にかかった月額コストは、5,000 円程度です。同じことを

EC2 で実装する場合、例えば 図 41 のような構成となり、試算すると t2.micro インスタン

スを用いた場合で、10,000 円程度かかります。 

 
※本ホワイトペーパーでは、為替レートを「1ドル＝120 円」で換算しています。 

 

 

図 41 EC2 を用いて同様の処理をする場合の構成例 
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B 
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by 

Virtual Private 

Cloud 
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つまり、Lambda で実装することにより、50% のコスト削減を実現していることになります。 

 
なお、ここでの試算は、micro インスタンスを用いている点に注意してください。負荷が高いと

きは、より高性能なインスタンスを使う必要があり、EC2 のコストはより大きくなります。 

 
Lambda では、負荷に応じて自動的にスケーリングされ、その際にコストが追加でかかること

はありません。つまり、高性能なインスタンスを必要とするシステムほど、Lambda に置き換えること

で、コストの削減幅は大きくなります。 

 
 

付録2：【事例2】CSV 形式ファイルに記載されたメールアドレスにメッセ

ージを送信 

 
事例 2 は、Lambda とS3、SNS を利用し、CSV 形式ファイルに記載された SNS のエン

ドポイントに対してメッセージを送信するシステムです。 

 
このシステムでは、1日1 回、指定したモバイルユーザー宛に SNS を送信します。送信先の

「宛先」と「メッセージ」は、CSV 形式ファイルに記載されています。 

 

 

Lambda 

 

   CSVのアップロード 

 
CSV形式ファイル S3 

   

 

 
1 行ずつ切り出したファイルの 

アップロード 

S3 

 
 

 
 

SNS による通知 

② SNS 送信する 

Lambda 関数 

 

スマートフォン  

 

SNS 

 
 

 

②の処理は、切り出されたファイル数だけ

並列実行することになる 

 

図 42 事例 2 のシステム構成 

 

Lambda 関数の構成 
 

このシステムは、以下の 2 つの Lambda 関数で構成されています。どちらもイベントソースは 

S3 です。 

 
（1） レコード切り出し関数（イベントソース：S3） 

アップロード用の S3 バケットにファイルがアップロードされたときに、そのファイルを1 行ずつに切り

分け、保存用の S3 バケットに保存する Lambda 関数です。 

 
（2） SNS 送信関数（イベントソース :S3） 

 
① レコードを切り出す 

Lambda関数 
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保存用バケットにファイルが保存されたときに、そのファイルを CSV 形式ファイルとして読み取り、

記載された宛先とメッセージを SNS に対して送信する Lambda 関数です。 

 

Lambda 活用のポイント（並列処理） 
 

このシステムでポイントとなるのは、並列処理です。 

 
レコード切り出し関数で CSV 形式ファイルを1 行ずつに分割し、分割された各ファイルを 

SNS 送信関数で処理しているので、CSV 形式ファイルに記載されたユーザーの数だけ、 

SNS 送信関数は同時に実行されます。つまり、SNS に対して並列で送信されるわけです。 
 

 

［注］Lambda 関数の同時実行の上限

は 100 です。それ以上の並列処理をし

たいときは、AWS に申請して上限を上

げてもらうか、事例 1 と同じくSQS を

用いてスケジュールドイベントを用いた遅

延処理をして上限を超えないように工夫

します。 

EC2 で並列送信を実装しようとすると、スレッドを使った並列処理が不可欠で複雑になりがちで

すが、Lambda を活用することで、開発者は Lambda 関数という処理ロジックの作成に集

中すれば良く、並列処理については Lambda 実行環境に任せることができるのです。 

 

コストの比較 
 

この事例のように 1 日1回しか送信しないシステムは、EC2 で構成する場合に比べて、相当

のコストダウンを図ることができます。 

 
このシステム（図  42）において、実際にかかった月額コストは、1,000円程度となっています。同

じことを EC2 で実装する場合、例えば 図 43 のような構成となり、試算すると、 

t2.micro インスタンスを用いた場合で、月額 5,000 円程度かかります。 

 
※本ホワイトペーパーでは、為替レートを「1ドル＝ 120 円」で換算しています。 

 

 
 

図 43 EC2 を用いて同様の処理をする場合の構成例 

 

つまり、Lambda で実装することにより、80% のコスト削減を実現していることになります。 

EI

P 

EC

2 

EC

2 

Virtual Private Cloud 



cloudpack サーバーレス開発ホワイトペーパー 39  

付録3：AWS が提供するシステム構築・運用上のベストプラクティス 

 
cloudpack は、AWS が提供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、さらに 

cloudpack が持つベストプラクティスに従って、お客様の環境を運用しています。 

 

AWS が提供するベストプラクティスに関するドキュメント（抜粋） 

AWS Security Best Practices 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practi

ces.pdf 

 
Operational Checklists for AWS 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checkli

sts.pdf 

 
Securing Data at Rest with Encryption 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest

_with_ Encryption.pdf 

 

Security Whitepaper http://d0. 

awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS% 20Security% 20 

Whitepaper.pdf 

 
Security at Scale: Logging in AWS 

http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Securit

y_at_Scale_ Logging_in_AWS_Whitepaper.pdf 

 
Risk and Compliance 

http://d0. awsstatic. com/ whitepapers/compliance/AWS _ 

Risk _ and_ Compliance_Whitepaper.pdf 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Security_Best_Practices.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Operational_Checklists.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Security_at_Scale_
http://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Security_at_Scale_
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お問い合わせ 

 
sales@cloudpack.jp 

0120-677-989 
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