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はじめに
PaaS（Platform as a Service）についてよく知らない人は、「PaaS を使用する本当のメリッ

トって何？」という疑問を持っています。そして、「自分で Ruby（または Node.js、PHP、
MySQL、PostgreSQL 等）をインストールしてアプリケーションをデプロイし、そしてシス

テムを監視できるのに！」とつけくわえます。まったくそのとおりです。自社で開発運用
を行い、そのパターンで上手くいっている企業が何千社もあります。

企業に運用インフラストラクチャを適切に管理するための開発
者リソース、社内専門知識、または外部委託業者予算がないと

き、Engine Yard のような PaaS が真に輝くことができるのです。
PaaS を使用することで、開発者チームの規模に関わらず、イン

フラストラクチャではなく、アプリケーションの開発に専念で

きるため、生産性が向上し、開発費用を「最大限に活用」でき

ます。あなたなら、開発者としてコードを書く作業に専念するか、
新しい運用クラスターを構築して、数日間 Yak Shaving に追わ

コードを書く作業に専念するか、
それとも
新しいクラスターの構築につきっきりで取
り組みますか？

れるか、どちらを選びますか？もし、午前 4 時にクラスターにハー
ドウェア障害が発生して、あなたが「緊急呼び出し当番」だっ
たらどうでしょうか？

本書では、中規模の運用ウェブ アプリケーションクラスターを、構築、監視、サポート、
管理するために必要な作業を分かりやすく説明します。また、同じ作業を Engine Yard の
PaaS を使用して行う際に必要な手順を説明します。

自分の運用セットアップを自力で整えることにも、独自の利点があります。開発者は独自

の運用クラスターを実行することによって多くを学ぶことができるうえ、学んだことを活
かして、安定して効率的なアプリケーションを作ることができます。ただし、何事もそう

であるように、時間と労力（つまり、予算）のバランスを考慮する必要があります。その

ような場合、特に小規模のチームにとって PaaS の方が遥かに優れた選択肢かもしれません。
このブックは、PaaS を採用するか迷っている方に、コントロール、時間、コストの違いを

説明し、長期的に見て、所属チーム、クライアント、プロジェクト、そしてユーザーに最
も利益となる、十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。
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基本情報
それでは、基本から始めましょう。最近のアプリケーションなら、仮想マシンのコスト削
減と使い捨てできる便利さを考えて、クラウド ホスティング プロバイダーを使用したいと
お考えになるでしょう。
Engine Yard では、基盤となるインフラストラクチャに Amazon Web Services と Windows
Azure を 使 用 し て い ま す。 こ の 業 界 に は Amazon Web Services、Windows Azure、Rackspace Cloud、HP Cloud を含む、多くの選択肢が存在します。
それぞれに長所と短所があります。このブックでは、Engine Yard と「DIY 方式」のセットアッ
プを比較します。
組織やアプリケーションによっては、コロケーション データセンターでベアメタルを運用
する方が適していることもあります。ただ、データセンターにハードウェアを設置する過
程において、複雑な契約やロジスティクスに対処することもあるかもしれません。完全な
マネージド ソリューションのセットアップの方が簡単ですが、自分のハードウェアを所有
することがないうえに、このようなソリューションはかなり高価で、契約上の義務を伴う
こともあります。
アプリケーションをホスティングするプラットフォームの種類を決定した後、Linux のディ
ストリビューションを選択する必要があります。一般的には、自分のチームが最も使い易く、
全体的にコミュニティや業界の支持を得ている Linux ディストリビューションを使用するこ
とをお勧めします。
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クラスターを構築する
上記の基本的な事項を決定した後、予想されるトラフィックを評価したら、最初の運用クラスターの構築を開始で
きます。このブックでは、Amazon EC2 や同様のクラウド サービス上で Rails アプリケーションを直接実行するこ
とになったと仮定します。
以下の比較で明らかなように、自分でクラスターをセットアップすれば特定機能に対してすべてコントロールがで
きる一方で、時間と労力を犠牲にすることになります。ケースによっては、クラスターを構築するために費やす作
業量は、それに伴う複雑性や、想定外の出来事が起きる回数によって、1 日〜 1 週間分になると考えられます。
Engine Yard、または適切に構築された PaaS なら、
「日から週単位」の時間枠が、わずか数分にまで短縮されます。
Engine Yard 部分に関わるプロセスは、ほとんどの場合、
（既存データベースの読み込み、DNS 伝搬時間といった問
題を考慮しても）1 時間以内に完了できます。しかし、このときも犠牲になるものがあります。それは、
「柔軟性」
です。どの形式であろうと自動化を使用すれば、その基本的な性質上、柔軟性が低下します。これにより疑問がも
うひとつ生まれます。
「柔軟性を取り戻す方法は？柔軟性がどれだけ必要か？」
Engine Yard では、
Chef を使用してこの柔軟性問題を解決します。Ruby で書かれた自動設定ツールである Chef は、
コー
ドを記述してシステム設定を自動化および標準化できるように設計され、習得も簡単です。
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1. セキュリティグループを作成し、自分と自分のスタッフの
SSH キーを管理する。

1. ウェブベースのGUIを介してSSH公開鍵をアップロードしま
す。

2. ポート 443、80、22（SSH）でトラフィックを許可するよ
うにセキュリティグループを設定する。

2. ダッシュボードにApplicationを作成します。アプリケー
ションのソースコード用にgit URIを指定します。

3. 仮想マシンのサイズと AMI からのブートを選択する。
4. パッケージ マネージャーをアップデートする。

3. ダッシュボードを使用して環境を作成し、公開鍵がアクセ
スできることを指定します。

5. 既知のセキュリティ脆弱性を避けるために、利用可能な基
本パッケージをすべて最新バージョンにアップグレードし
ます。

4. アプリケーション、データベース、ユーティリティ サー
バーに必要なインスタンス サイズと数を選択します。これ
らすべてを1つの画面で行うことができます。

6. ソースから Ruby と RubyGems をインストールします。こ
れは、ディストリビューションによってはパッチレベルで
遅れがちのものがあり、ソースなら最新のものが用意され
ているためです。既知のセキュリティ脆弱性を回避するた
めに、ご使用の Ruby バージョンが最新のパッチレベルに
なるようパッチを適用しておく必要があります。

5. Bootをクリックします。
6. Deployをクリックします。
• オプション：データのない新規アプリケーションの場合
はMigrateチェックボックスをクリックしてデータベー
スを移行する。
• オプション：別のアプリケーション（SQL dumpなど）
を利用していた場合はMigrateチェック ボックスを無視
し、手動でデータを読み込む。

7. セキュリティグループ内にデータベース用のサーバーをも
う 1 つ作成します。

7. アプリケーションが予期したとおりに機能していることを
確認します。

次ページへ続く

次ページへ続く
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8. 既に発行された EIP をポイントするよう DNS を調整し、伝搬
を待ちます。

8. 同じセキュリティグループのメンバーは運用ポート、そして
ポート 22（SSH）にのみ、データベース サーバーへのアク
セスを許可するようセキュリティ グループを設定します。他
のすべてのポートへのアクセスを拒否します。

9. オフィス内の全員とハイタッチしましょう。

9. 選択したデータベースをインストールおよび設定します。
• オプション：もしあれば、
（既存のデータのあるアプリケーショ
ンの）データベーススキーマとデータを読み込みます
• オプション：データベースを作成した後、マイグレーション
して初回デプロイでシードする
10. アプリケーション インスタンス上に、選択したアプリケーショ
ン サーバー（Thin、Passenger、Unicorn、Puma など）を
インストールおよび設定します。
11. nginx または Apache など、フロント エンド ウェブサーバー
をインストールおよび設定します。アプリケーション サーバー
と統合します（nginx に、Unicorn がリクエストをすべて保存
している Unix ソケットを伝える。Passenger の方がはるかに
簡単ですが、アプリケーションによっては適していない可能
性があります）。
12. Passenger を使用する場合、単一アプリケーションを 24 時間
365 日常時稼動させるために Passenger に GlobalQueue を、
「always:on」に設定します。
13. 選択したデプロイ ツールをセットアップします（たとえば
Capistrano）
• 自己クリーンアップさせることを忘れないでください。古い
リリースを残しておくと、ディスク スペースをゆっくりでは
ありますが確実に食い尽くしてしまいます！
14. アプリケーションが 1 つのデータベース マスターを参照する
よう設定してください。
15. コードをデプロイします。
16. フロントエンドとバックエンドのアプリケーション サーバーを
起動します。
17. アプリケーションが正しく機能するかテストします。
18. コードを再度デプロイして、デプロイが意図するとおりに機
能しているかテストします。
19. アプリケーションを再度テストして、デプロイが何も壊してい
ないことを確認します。
20. Elastic IP アドレスを取得し、実行している 1 つのまたはプラ
イマリのアプリケーション インスタンスにアタッチします。
21. IP アドレスが指定したドメインをポイントするように DNS エ
ントリを調整します。

推定所要時間：2〜4日

26
2245

推定所要時間：45分〜1時間
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仮想マシンは使い捨てできるモノとして扱われるため、指定のク
ラスター内の全ノードが同一であり、今後もその設定が繰り返し
可能であることを確実にするために、空のデータ ボリュームをゼ
ロから立ち上げるときでも設定の自動化が必要です。
カスタムの Chef レシピを使用することで、クラスター設定に対
してほぼ 100% の制御能力を得ることができます。カスタム Chef
レシピを記述し、適切にテストを行い、使用すれば、クラスター
Chefレシピで柔軟性を得る

化されたインスタンスのどの部分でもブート時に自動で設定する
ことができます。つまり、1 つのインスタンスを破棄し、別のも
のをスピンアップしたとき、設定については一切心配する必要が

ないということです。カスタム Chef レシピを指定の環境にアップロードしたら自動的に実行されるのです。
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スケーリング
成 功 す る た め に 構 築 さ れ た ど の ア プ リ ケ ー シ ョ ン も、 最 終 的 に ス ケ ー リ ン グ す る 必 要 が あ り ま
す。 こ の 例 で は、 現 実 的 に 本 番 環 境 で 運 用 で き る、1 つ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン イ ン ス タ ン ス と 1 つ
の デ ー タ ベ ー ス マ ス タ ー イ ン ス タ ン ス で 構 成 さ れ た、 最 も 基 本 的 な ク ラ ス タ ー か ら 始 め て い ま す。
ただし、エンドユーザーの負荷を処理できるように、アプリケーションインスタンスをもっと追加する必要が
あります。さらに、読み取りと書き込みの両方について 1 つのデータベース マスターを使用することにより、
パフォーマンス問題に出くわす可能性があります。スケーリングに追い付くことができず、クエリ結果がアプ
リケーションインスタンスに返されるまで非常に長くかかるため、データベースを水平方向にスケーリングす
る必要があります。

アプリケーション層のスケーリング
まず、アプリケーション層のスケーリングについて説明します。既存のアプリケーションサーバーを複製する
必要があります。これは、EC2上でEBSを使用してすべてがバックアップされていれば簡単です。ただし、全イ
ンスタンスをEBSベースにするとパフォーマンスが低下するため、このルートを選択していないかもしれませ
ん。どちらにしても、このようなサーバーを素早く、簡単に作成する方法が必要です。
これが完了したら、インカミング トラフィックに対してサーバー間で負荷分散するように指示する方法も必要
です。Elastic Load Balancing などの仮想負荷分散アプライアンスや haproxy などのソフトウェアを使用して、
負荷分散を行うことが可能です。
次に、クラスター内のコードを第 2（または第 3、第 4、第 5 などの）アプリケーションサーバーをデプロイして、
そのサーバーが適切にセットアップおよび保護されているとともに、負荷分散プールに追加済みで、実際に正
しいコードを提供していることを確認する必要があります。
最後に、デプロイプロセスを変更して、クラスター内のすべてのアプリケーションサーバーに新しいコードを
プッシュする必要があるため、最小限のダウンタイムでそれを行うための戦略を考案する必要があります。
アップロードされたアセットを受け取って何らかの処理を行うアプリケーションをお持ちの場合、以下のこと
に注意してください。単一のアプリケーション サーバーから、複数のアプリケーションサーバークラスターに
移行するとき、それをどんな方法で行っても次のような理由で問題が起こります。これは、アップロードされ
たデータ（たとえば、フォーラムのアバター）を持つ 1 つのアプリケーションサーバーにのみ要求が届き、他
のサーバーに到達しないからです。さらに、その要求がアプリケーションインスタンスのうち 1 つのディスク
に保存されますが、他のディスクには保存されないからです。つまり、それ以降は /path/to/wherever/your/
static/assets/are/avatar.png への要求に対し、最初にアップロードを処理した 1 つのサーバーを除くすべてのサー
バーで 404 が返されることになります。
これが、お持ちのアセットを Amazon S3 または同様のストレージサービス（たとえば Rackspace Cloud Files）
に必ずアップロードしなければならない理由です。多くの gem がこのパターンをすでにサポートしていますが、
非 Ruby ユーザーの場合でも、選んだ言語で類似の結果を得るためのライブラリや例があるはずです。
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1. 別のアプリケーションサーバーを追加します。そして、デー 1. 環境画面に移動して Add をクリックし、アプリケーション
インスタンスを選択して Add to Cluster をクリックします。
タベース関連部分を除き、サーバーを最初に立ち上げるま
でに行ったことをすべて行います。この作業には丸 1 日、 2. いいえ、本当にそれだけです。それではビーチに出かけま
しょう。
または予期しない問題に遭遇したらそれ以上の時間がかか
ることがあります。
• オプション：完全な EBS バックアップを設定していれば、
アプリケーションサーバーボリュームのスナップショッ
トを作成し、別のインスタンスを起動し、そのスナップ
ショットを基に個別のボリュームを作成することができ
るでしょう。これはたしかに高速ですが、ディスク上で
多くの情報を頻繁に読み書きする必要がある場合、十分
なパフォーマンスが得られないことがあります。
2. (EIP が接続されている）プライマリ アプリケーション イン
スタンスに、Elastic Load Balancing を追加するか、または
ソフトウェア ベースのロードバランサーをインストールし
ます。
• ELB を追加した場合、EIP を ELB に移動するか、または
ELB の IP アドレスを使用して DNS を変更する必要があ
ります。（三文字略語ばかりですみませんが、これも DIY
の一部です。）
• ソフトウェア ベースのロード バランサーを使用している
場合、クラスター内の他のサーバーのホスト名とポート
を使用してロードバランサーを設定する必要がありま
す。つまり、ロードバランサーをポート 80/443 上で実
行した後、フロントエンドウェブサーバーの実行ポート
を、81/444 などに変更し、これらのポートへのトラフィッ
クを他のマシンのポートに転送することになります。現
在は、haproxy などを使用してこれを実現しています。

推定所要時間：1〜2日

26
2245

推定所要時間：20分

データーベース層のスケーリング
これで、アプリケーション インスタンスを追加できましたので、1つまたは複数のレプリカを使用して、データ
ベース層をスケールアウトしたいとお考えになるでしょう。これを行うには、まず、選択したgemまたはライブ
ラリで、レプリカからの読み取り、マスターへの書き込みを
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実行するようアプリケーションを設定しなければなりません。これは、主に標準的なSQLデータベース
（MySQL、PostgreSQL）に適用されます。まず、MySQLクラスターに1つのデータベース スレーブを追加する
ために必要な作業を説明します。PostgreSQLについては、次のページで説明します。
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1. 新しいインスタンスを作成し、すべてのパッケージを更新
し、MySQL をインストールします。マスターとスレーブ
の両方で同じバージョンが実行されていることを確認しま
す。

1. 環境ページで Snapshot をクリックします。
2. 完了したら、Add をクリックします。
3. データベース スレーブを追加して、最新のスナップショッ
トを選択し、Add to Cluster をクリックします。

2. binlogs を使用してマスターを設定し、MySQL を再起動し
ます。

4. 休憩してピザを食べましょう。

3. マスター上で、テーブルをディスクにフラッシュし、それ
以降データが書き込まれないようにマスターをロックしま
す。フラッシュが完了するのを待ちます。
4. マスター上で SHOW MASTER STATUS\G を実行し、binlog
ファイル名と位置を記録します。
5. AWS コンソール内でスナップショットを開始するか、マス
ターからスレーブへのデータの rsync を開始します。
6. スナップショットを開始して、実行されていることを確認
したら、データベース ロックを解放できます。
• rsync ルートを選んだ場合、rsync がすべて完了するまで
データベース ロックの解放を待つ必要があります。そう
でなければ、ディスク上のデータが rsync 中に変更され、
レプリケーションを確実に再確立することはできません。
7. マスター側で、レプリケーション権限を持つレプリケーショ
ン ユーザーを作成します。
8. スレーブ側で、コンソールから CHANGE MASTER ステート
メントを使用してマスターのホスト名 /IP アドレス、ポー
ト、ユーザー名、パスワード、binlog ファイルと位置を
指定します。
9. START SLAVE を実行します。
10. 数分置きに SHOW SLAVE STATUS\G を実行して、
「seconds
behind master」が短くなっていることを確認することで、
実際にレプリケートされているかチェックします。データ
のサイズによって、最終的にはマスターに追いついて、足
並みが揃います。
これを、クラスターに追加する各スレーブについて繰り返し
ます。

推定所要時間：1〜2日

26
2245

推定所要時間：20〜40分
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MySQL レプリケーションを確立するとき、データベースマスター上の binlog の位置とファイル名を記録するこ
とが何より重要です。これによってスレーブが、どこからレプリケーションを開始すればよいかが分かるため
です。マスターからスレーブにデータを移動するために rsync が必要な場合、（実行中に発生した変更を含める
ことができるスナップショットとは逆に）データの損失やその他の問題を避けるため、rsync が完了するまでデー
タベースのロックを維持する必要があります。
少なくとも「DIY 方式」の観点から見ると、PostgreSQL を使用してレプリケーションを設定する方法は異なり
ます。目的およびアーキテクチャによって使用できるレプリケーション戦略が多様であるため、まず、ご使用
のアプリケーションとクラスター設定に最適なのは何かを検討する必要があります。これが完了すると、新し
い PostgreSQL レプリカサーバーを作成し、マスターからレプリカにファイルを rsync し、両方において設定の
変更および編集を行った後、サーバーを再起動します。こちらの PostgreSQL wiki に素晴らしい入門チュートリ
アルが用意されています。Engine Yard では、すべてがまったく同じインターフェースを経由して処理されるこ
とを覚えておいてください。上記の MySQL と同じく、「クラスターに追加」を行えば完了です。
また、レプリケーションに問題があればアラートが届くことも重要な要素です。
Engine Yard には、既に監視機能が有効になっています。DIY 方式の場合、レプリケーションの監視を有効化し、
両データベースの全体的な正常性を自分で監視する必要があります。
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データーベースのバックアップ
クラスター内にデータベースレプリカを 1 つか 2 つ作成することをお勧めします。これは、レプリカをマスター
ステータスにプロモートすることによってデータベースに影響するイベントから素早く回復できるためです。
ただし、これだけだと、データベース バックアップ戦略として不十分です。定期的にスナップショットを取るか、
データの SQL ダンプを実行してそれらを保存するか、またはその両方を行う必要があります。

DO IT YOURSELF

ENGINE YARD

1. データベース レプリカを確立します。どのスケール形式で
も、さまざまなロックおよび I/O パフォーマンス問題が絡
み合っているため、マスターに対して SQL ダンプまたはス
ナップショットを実行することはお勧めしません。このた
め、レプリカからスナップショット /sqldump を取ってく
ださい。

1. これはデフォルトで設定済みです。Engine Yard Cloud に対
し、何個バックアップを作成し、それらの保存期間を伝え
るだけです。それで終わりです。
2. のんびり、リラックスしてください。

2. 選んだデータベース（たとえば mysqldump）の SQL ダン
プを実行するために、bash、ruby、python などで自動化
されたスクリプトを作成します。次に、リモート保存先、
たとえば Amazon S3 にファイルをダンプします。
3. スクリプトをテストして動作することを確認します。
4. 最低限のトラフィックでスクリプトを実行する cron ジョブ
のエントリを作成します。1 日あたり 1 回か 2 回がよいで
しょう。
5. 問題が発生した際にあなたにメールを送信するように cron
を設定します。
6. 古い SQL ダンプを S3（または選択したストレージ プロバ
イダー）からパージする自動化を何らかの形式で作成し、
一定の間隔で実行されるようにします。
7. 上記をすべて徹底的にテストし、意図したとおりに動作す
ることを確認します。

推定所要時間：1〜2日

26
2245

推定所要時間：なし (製品機能に含む)
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ログ管理
サイズがある程度大きいアプリケーションなら、ログが多数作成されます。適切なログ管理を用意しておかな
ければ、非常に早くディスクが満杯になります。

DO IT YOURSELF

ENGINE YARD

1. logrotate.d によってローテーションされる必要がある、シ
ステム上の各ログを特定します。
2. /etc/logrotate.d 内にそれぞれの設定ファイルを作成しま
す。

1. これは既にデフォルトで処理さ
れています。お友達を誘って
飲みに行きましょう。

3. logrotate.d を再起動します。

推定所要時間：2〜3時間

26
2245

推定所要時間：なし (製品機能に含む)

監視
DIY 方式のシステム管理者の仕事はまだ終わりません。クラスターがビルドされ、意図どおりに実行されれば、
何らかの形式の監視システムを実装する必要があります。
監視には基本的な「観測ベクトル」が 2 つあります。1 つ目は「内部」と呼ばれ、ホスト上で実行されている
システム内部を監視し、メモリおよびスワップが危険なほど低下したこと、または CPU 使用率が急上昇したこ
とを警告します。
2 つ目は「外部」として見なされる観測ベクトルで、サイトの稼働時間の監視がその例です。サイトがダウン
したらそれを知る必要があります。そのため、サイトダウン発生を警告することができるように、SiteUptime
または Pingdom などのサービスが 1 つまたは複数必要です。

11

DO IT YOURSELF

ENGINE YARD

1. システム監視方法を選択します。市場には、商用、オープ
ンソース、最新、または長い実績があるツールなど、数多
くのツールがあります。ご自由にお選びください。

1. 環境ダッシュボード内でアラートを受信する電子メールア
ドレスを入力します。
2. 仕事を早めに切り上げて、ゴルフに行きましょう。

2. 選んだツールのドキュメンテーションを読んで、監視ツー
ルをインストールします。
3. 重要なものを監視するように設定ファイルを記述します。
これは、お選びになったツールによっては容易でないこと
があります。
4. アラートが適切なアドレスに電子メールで届くことを確認
してください。

推定所要時間：1〜2日

26
2245

推定所要時間：3分

外部監視の設定はもっと簡単です。多くの場合、Pingdom または SiteUptime などのサードパーティからマン
スリー サービスを購入することで済ませることができるためです。しかし、選んだ内容に応じて追加料金が発
生することがあります。一方で、Engine Yard のプラットフォームには既に組み込まれているものがあります。
Engine Yard にデフォルトで提供されているモニタリングに加え、アプリケーションやサーバーに関するメト
リクスを取得する AppFirst または New Relic アドオンを使用できます。Engine Yard のこの機能は、ほんの数
分で有効にできます。これを手動で行う場合、課金アカウントを設定するために必要な手続きと、部門別の承
認が必要かどうかによって、数時間から数日間までかかることがあります。
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不測の事態を予想し、対応する
どの運用システムにも、1 度は不測の事態が発生します。Amazon EC2 のようなシステムでも、ハードウェア障
害が起きないわけではありません。気象現象が運用に影響を及ぼし、ユーザー負荷が突然スパイクし、多数の
セキュリティ脆弱性が公開または悪用される可能性があります。残念ながら、これらの障害は予想される最悪
の時間に発生する傾向があります。これにはマーフィーの法則があてはまります。つまり、システムがダウン
する最も都合の悪い時間は、それがダウンする時です。
それに、どのくらい速く対応できるかが重要です。

DO IT YOURSELF

ENGINE YARD

1. 都合の悪い時にアラートが届く 。
2. 用事を中断する、急いで帰る、夜中に起きる、または会社
に急ぎます。

Engine Yard においてこの状況が処理される方法は、2 つ考えら
れます。

3. 状況を評価します。どれだけ急を要しているか？ サイトがダ
ウンしているか、ただ遅いだけか？

スタンダード サポートのお客様：

4. 問題を診断します。

2. サポートチームにチケットを提出する。

5. 問題に対応するために必要な人材、たとえば他の開発者を
呼び出します。

3. 処理を任せる。

6. 問題の修正作業を開始します。考えられる内容としては、問
題に対処する新しいコードのプッシュ、または、サービスの
再起動、IP アドレスの移動、フェールオーバーの実施、およ
び必要に応じたその他の作業があります。

1. アラートを受信する。

プレミアム サポートのお客様：
1. 静かに寝ることができます。
2. 朝起きてメールをチェックします。サ
ポートチームが処理した障害が起こっ
たことをしります。事前にエスカレー
ションを設定することができます。問
題修正にお客様のコンプライアンスが
必要な場合（たとえば、新しいコードのプッシュ）、ご連
絡を差し上げます。

推定所要時間：1〜2日

26
2245

推定所要時間：なし (製品機能に含む)
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まとめ
自分のアプリケーションクラスターを規模に合わせて適切に設定し、実行するまでのプロセ
スには非常に時間がかかります。「完了」した後でも、手動で問題や事態に対応し、セキュ
リティ パッチとアップグレードを適用し、ソフトウェアのバージョンを最新に保つ必要が
有ります。Engine Yard のような PaaS 製品は柔軟性やコントロールを損なうことがなく、
そのプロセスの大部分を自動化します。これを使用することで、開発チームがアプリケー
ションに純粋に集中することができます。
つまり、中小企業や企業部門にとって大切なのは予算とお金、そして人です。どちらにしても、
ハードウェア（物理または仮想）に費用がかかることになります。したがって、PaaS のコ
ストが、システム管理者よりも高いか、安いか、そこに集中すべきかが問題になります。あ
なたのアプリケーションにはフルタイムのシステム管理者が本当に「必要」ですか？その場
合は、適切なシステム管理者をリクルーティングし、一からシステムを構築するのために時間
を掛ける必要があります。PaaS を利用すれば素晴らしいアプリケーションを作ることに集中し、
お金と時間を割り当てる事ができます。専属のシステム管理者が絶対に必要なケースもあり
ますが、ほとんどの場合、PaaS は低コストでは得られない俊敏性、機能、専門知識へのア
クセスを提供できます。

Engine Yard Cloud Trial SignUp
500 時間の無料コンピュート時間がついた、最新の PaaS を今すぐ試すことができます。こちら
をクリックし SignUp してください。
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