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概要 

本授業では、主に Amazon Web Services  を活⽤したクラウド環境の構築についての知識及びスキルを修得すること
を⽬的とする。クラウド環境の構築には、クラウドの設計に関するノウハウである、クラウドデザインパターン（CDP）
を利⽤する。クラウドを使ったシステム設計の典型的な問題とそれに対応する解決策・設計⽅法について CDP を通
して学修する。 

授業の進め⽅としては、まずクラウドに関する⼀般的な知識を修得する。その後、CDP を利⽤したクラウド環境
の設計・構築⽅法についての講義をし、演習を交えることでクラウドの特徴を活かしたサーバ/インフラの構築⽅法
を実践的に修得する。後半では、アプリケーションのクラウドへの配備を実施し、負荷分散や耐障害性の対策につ
いてディスカッション⾏い意⾒を交換する。 

⽬的・狙い 

本授業の狙いは以下のとおりである。 

・クラウド環境の構築に関する基礎知識と実践スキルの獲得
・アプリケーションをクラウド環境に配備するスキルの獲得
・クラウド環境における運⽤保守についてのスキルの獲得
・クラウドデザインパターンについての知識の獲得と実践経験

修得できる知識単位:   

（A1）K‐02‐04‐01  システムの構成（レベル 3）  Web  システム、仮想化、クラスタ 

（A1）K‐03‐09‐03  データ操作（レベル 2）  データベースの操作、SQL 

（A1）K‐03‐10‐05  ネットワーク応⽤（レベル 2）  インターネット、イントラネット 

（A1）K‐03‐11‐04  情報セキュリティ対策（レベル 2）  セキュアプロトコル、ネットワークセキュリティ、データベ
ースセキュリティ 

前提知識 

（履修条件） 

SSH 等、コマンドラインを使ってサーバを操作できる。 

システムソフトウェア特論を受講した、若しくは同等の知識を持っている。

到達⽬標 

上位到達⽬標 

・クラウドデザインパターンを適⽤することで効率よくクラウドサーバを設計・構築できる。
・クラウド環境上で発⽣する諸課題についてクラウドの特徴を活かした⽅策で解決できる。
最低到達⽬標 

・クラウドの特徴を活かしたシステムを独⼒で構築することができる。

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ―

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ―

実習・演習（個⼈）  ◎ 

第 1 回から第 10 回まではハンズオン形式で個⼈演習を実施する。 

2 コマ連続授業の前半でクラウドに関する重要概念や CDP について説
明する。 

後半では、その説明に基づき演習を実施する。 

実習・演習（グループ）  ◎ 

第 11 回から第 15 回では複数のグループに別れてグループ演習を実施
する。 

与えられたテーマに対して、グループメンバーで役割分担をして成果
物を作成していく。 

最終的にグループごとに成果物を提出する。 

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 
授業外でも演習の続きができるように環境を整えるため、もし演習時間内に終わらなければ⾃宅等で続きを⾏うこ
と。 

授業の内容 

まず授業の前半にて演習内容に関する説明をする。その後、授業の後半ではハンズオン形式で演習を実施する。第
12 回⽬以降の授業は全て演習とし、各⾃で負荷分散や耐障害性を考慮した AWS による Web サイトを構築する。こ
のとき実際に負荷や障害を発⽣させるなどして安定性の検証等を⾏う。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

ガイダンス、クラウド環境の構築 

AWS の基本操作、アカウントの登録、マネジメントコンソール、基本 CDP 

(Snapshot パターン、Stamp パターン、Scale Up パターン、Ondemand Disk パターン) 

―  対⾯ 

第 2 回 

【演習】クラウド環境の構築演習と基本 CDP の演習 

EC2 を利⽤した Apache Web サーバの構築、スナップショットの作成、EC2 インスタ
ンスのスケールアップ等

―  対⾯ 

第 3 回 

Amazon S3 の利⽤、DNS の構成、キャッシュの利⽤ 

Web Storage パターン、Direct Hosting パターン、Cache Distribution パターン、Rename 

Distribution パターン 

―  対⾯ 

第 4 回 
【演習】CDP を利⽤したブログサイト構築演習 

コストを増やさずサーバの処理能⼒向上を狙う。 ―  対⾯ 

第 5 回 

サーバの差し替え、冗⻑構成/負荷分散、データベースの耐障害性向上
Floating IP パターン、Server Swapping パターン、Multi‐Server パターン、DB Replication

パターン、Multi‐Datacenter パターン
―  対⾯ 

第 6 回 
【演習】CDP を利⽤した E コマースサイトの構築 

素早い障害対応、また耐障害性の向上を狙う。 
―  対⾯ 

第 7 回 

動的負荷分散、⾃動スケールアウト、パフォーマンス向上 

Clone Server パターン、NFS Sharing パターン、NFS Replica パターン、Read Replica パ
ターン、URL Rewriting パターン

―  対⾯ 

第 8 回 
【演習】CDP を利⽤した WoerPress サイトの構築 

急激なアクセス増への対応、負荷分散による安定稼働を狙う。 
―  対⾯ 

第 9 回  Lambda によるサーバレスの仕組み  ―  対⾯ 

第 10 回  【演習】Lambda によるサーバレス技術を使った演習を⾏う。  ―  対⾯ 

第 11 回 

【演習】Web サイトの構築演習  (1)  計画・設計 

ここまでに学修してきた CDP を活⽤して、負荷分散や耐障害性を考慮した安定性の
⾼い Web サイトを構築する。 

―  対⾯ 

第 12 回  【演習】Web サイトの構築演習  (2)  サーバ構築  ―  対⾯ 

第 13 回  【演習】Web サイトの構築演習  (3) Web サイト構築  ―  対⾯ 

第 14 回  【演習】Web サイトの構築演習  (4)  安定性向上対策  ―  対⾯ 

第 15 回  【演習】Web サイトの構築演習  (5)  耐障害性向上対策  ―  対⾯ 

試験  プレゼンテーション及びディスカッション    ―  対⾯ 

成績評価 

第 2 回、第 4 回、第 6 回、第 8 回、第 10 回の演習成果︓50 点（各 10 点） 

第 11 回〜15 回の演習成果及び最終プレゼンテーション︓50 点 

で評価する。 

教科書・教材 
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⼤澤⽂孝著、Amazon Web Services  クラウドデザインパターン実装ガイド  改訂版、⽇経 BP 社、2015 
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