
Engine Yard の PaaS でデプロイした
  アプリケーションが正常稼働し続けられる理由

たとえデータセンターがダウンしたとしても、お客様のアプリケーションは正常稼働し続けます。

ビジネス コンティニュイティ
Engine Yard は、お客様のシステムを常に安定に稼働させます。停電の際には、お客様のデータベースやアプ
リケーション サーバーは、日本の他の都市あるいは世界のいずれかのデータセンターにシームレスにフェイル
オーバーします。

マルチリージョン 分散システム
Engine Yard は、マルチリージョン フェイルオーバー、分散型バックアップ、負荷
分散、高可用性を利用し、お客様のシステムを日本の複数の地域あるいは世界中で
稼働させることができます。

データベース レプリケーション
Engine Yard Cloud では、ボタンのクリックで容易にデータベースの読取レプリカ
を追加できます。より多くのレプリカを追加してスケールアウトすることで、アプ
リケーションのパフォーマンスを劣化させることなく、複雑な分析やバックアップ
や高可用性を維持することができます。

オンデマンド プロフェッショナル サービス
Engine Yard のプロフェッショナル サービス チームは、シリコンバレーの最高のノウ
ハウを日本のサポートに提供します。プロフェッショナル サービス チームは、フェイ
ルオーバーからデータベース クラスタリングに至るターンキー ソリューションを提供
します。プロフェッショナル サービス チームはカスタマー エンジニアと連携し、ア
ーキテクチャ レビューやデータベースの最適化に向けたアドバイスを行います。

Engine Yard の PaaS は信頼性や冗長性に富んでいるだけでなく、PaaS 基盤がダウンしたとしても、お客様
のアプリケーションが安定に稼働を継続できるよう設計されています。 

Engine Yard の PaaS では、お客様のアプリケーション シス
テムを複数の地域に分散して構成することができます。ある
データセンターがダウンした場合には、異なる地域のデータ
センターにスムーズにフェイルオーバーされるため、お客様
のアプリケーション システムの安定的な稼働を維持すること
ができます。

何らかの理由によって Engine Yard の PaaS 基盤がダウンし
てアクセスできなくなった場合であっても、お客様のアプリ
ケーション環境は安定して稼働し続けます。ただし、Engine 
Yard の PaaS 基盤が提供するソフトウェア アップグレード
や新規のアプリケーションのデプロイなどの作業を行う機能
には影響がでる可能性があります。

フェイルオーバー

東京データセンター 大阪データセンター

堅牢な PaaS アーキテクチャ ダイレクト ネットワーク アクセス

Engine Yard のお客様の環境には、専用のコンピューター処
理サービス、ストレージ サービス、データベース サービス
が含まれ、他のお客様の環境とは隔離され、自己完結してい
ます。他の PaaS プロバイダーと異なり、Engine Yard のお
客様の環境は専用のテナント方式でデプロイされるため、ア
プリケーションの最適化に必要な制御を行うことで、クラウ
ドのメリット (スケーラビリティ、柔軟性、実用性、低コス
ト) を受けられます。お客様は、専用のインスタンスを所有
し、これに対する完全な管理アクセス権を持ちます。
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Engine Yard PaaS基盤 お客様のアプリケーション群
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アーキテクチャ：クラウド上で安定稼働する設計

Engine Yard の PaaS を用いたシステム構成イメージ



プロアクティブ サポート：問題が発生する前に回避
お客様のビジネスに問題が影響を与えないようにする最善の方法は、初期段階で起こりうるすべての問題を回
避することです。Engine Yard のマルチレベルの統合型サポート システムでは、こうしたフェイルセーフを
提供します。

十分に検証されたテクノロジー スタック

Engine Yard Cloud は、ウェブ サーバー、アプリケーション 
サーバー、データベース サーバー、ビルトイン監視およびプ
ロセス管理、Engine Yard に最適化した Linux ディストリビ
ューション、メモリ内キャッシュなどを含む、統合済みでテ
スト済みのテクノロジ スタックを提供します。Engine Yard
は、お客様にアップグレードをお奨めする前に、パフォーマ
ンス、互換性、セキュリティに対するすべてのスタックのア
ップグレードを厳密に検証しています。

監視およびアラート

Engine Yard Cloud を使用すると、ストレージ、CPU、メモ
リの使用レベルなど、お客様のアプリケーションについて基
本的なリソース使用をすべて追跡し、キャパシティの追加が
必要になったときや、アプリケーションの挙動が適切でない
場合に警告します。

プロアクティブ サポート

Engine Yard のサポート チケットの 20％以上は、Engine 
Yard のサポート エンジニアによってお客様に対して発行し
ています。それらのサポート チケットは、お客様のシステム
の潜在的な問題が深刻になる前に、お客様へ通知することを
目的として発行しています。サポート チケットの発行後、解
決に向けたいくつかの選択肢が議論され、まずは防止措置が
とられます。そして、潜在的な問題の原因が特定されるとす
ぐに、お客様のサーバーの問題を Engine Yard のサポート 
エンジニアが解決します。

コンプライアンスの徹底

オープンソースのソフトウェア ライセンスの管理は非常に複
雑です。同一システム上の異なるテクノロジ スタック群は、
それぞれに異なるライセンス設定がされています。そして、
そのスタックによっては、商用や非商用といった違いもあり
ます。Engine Yard は細心の注意をはらい、それぞれのコン
ポーネントが規制なく商用としてご利用いただけるテクノロ
ジ スタックであることを保証しています。
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サポート オプションの比較

無制限のサポート依頼

アップグレードに対するサポート

99.9% の Service-Level Agreement (SLA) 保証

重要な更新とアクションに対するプロアクティブなチケット

システム アラートに対するプロアクティブな対応

6 か月ごとのシステム ヘルスチェック (容量や設定など)

デプロイに対するサポート

サービス

スタンダードとプレミアム

プレミアムのみ

スタンダードとプレミアム

スタンダードとプレミアム

プレミアムのみ

プレミアムのみ

プレミアムのみ

データベース管理者 (DBA) のサポート

「代理」システム管理

スタンダードとプレミアム

プレミアムのみ

スタンダードとプレミアムアプリケーション設定に対するサポート

* サポート オプションから一部抜粋

365 日 24 時間体制のサポート対応 プレミアムのみ
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