モバイルアプリ、
ウェブアプリを
迅速に構築する
には
モダンアプリケーション開発を加速
させる、実績ある 3 つのヒント

モバイルアプリ、ウェブアプリを迅速に構築するには

お客様に喜んでいただき、従業員をサポートする
ため、モダンなモバイルアプリケーションやウェブ
アプリケーションによるイノベーションの加速が
望まれています。ユーザーエクスペリエンスと複雑
なクラウド機能に対する期待値は上昇し続けていま
すが、開発チームはその基準を満たしながら、ス
ケーラブルで安全なハイパフォーマンスアプリ
ケーションを低コストで提供する必要があります。
これは至難の業です。

モダンなモバイル / ウェブアプリケーションを構築する場合に、スケーラ
ブルなアプリケーションを迅速に提供するには、適切なチームを編成し
ておく必要があります。開発ツールの選定も重要です。新人デベロッパー
と経験豊富なデベロッパーの隔たりを埋めて短期間でアプリケーションを
構築できる一方で、社内プロセスと統合できる拡張可能なオプションもあ
る、両者のバランスが取れた開発ツールを探してください。

開発をさらに加速するには、複数のチームに分散したデータにスムーズに
アクセスできるソリューションを探して、フロントエンドチームがデータ駆
動型機能をより迅速かつ効率的に構築できるように支援します。アーキテク
チャについては、現時点でアプリケーションをサポートできるかどうか
と、今後需要の浮き沈みがあっても対応できるかどうかを考えて選択しま
す。何を決める場合も、アプリケーションのパフォーマンスとセキュリティ
の確保が最重要課題であることは変わりません。
このガイドでは、モダンなモバイル / ウェブアプリケーションの開発を加速

するための 3 つのヒントをご紹介します。
1.
2.
3.

最新のツールとフレームワーク : 専用のツールとフレームワークで
柔軟にフロントエンドチームを支援

最新の API: ユニファイド GraphQL API を使用して分散データソース
へのアクセスを簡素化

モダンコンピューティング : マネージド / サーバーレスサービスでオペ
レーションを合理化
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最新のツールとフレームワーク

ヒント 1
最新のツールとフレームワーク :
柔軟性のある専用のツールとフレームワーク
で、フロントエンドチームを支援
状況

フロントエンドデベロッパーは、JavaScript、Swift、Kotlin などのフロント
エンドプログラミング言語、React、React Native、Flutter、Angular などの
一般的なフレームワーク、統合開発環境 (IDE) などのツールを用いて、アプ
リケーションのユーザーエクスペリエンスを差別化します。また、アプ
リケーションのプレゼンテーションレイヤーをコーディングし、API を介
してデータにアクセスして統合し、ウェブやモバイルアプリケーションの
ためのリアルタイムとオフラインで使えるビデオやチャットなどのクラウ
ド機能を構築します。

しかし、フロントエンドデベロッパーは、ユーザーインターフェイスを構
築するエキスパートであっても、一般的にはクラウドのエキスパートでは
ありません。モバイルアプリケーションやウェブアプリケーションにクラ

解決策
主要なユースケースを実現するために必要なコード量を削減する開発ツー
ルやフレームワークにより、フロントエンドチームの生産性が向上します。
認証やデータアクセスなどの最も複雑なタスクには、高度な機能を備えた
フレームワークを活用し、キャッシュ、再接続、データの同期、競合の解決を
処理する高度な機能を探します。アプリケーションの機能をコードでカス
タマイズしたり拡張したりする柔軟性を犠牲にすることなく、開発を容易に
するツールを選択します。クラウドを短期間で身に付けられるツールを
選択することで、迅速なセットアップ、迅速なワークフロー、セキュリ
ティの自動化を実現し、フロントエンドチームはお客様の問題解決に集中
できます。

ウド機能を構築して接続することは、複雑で時間がかかるため、フロント
エンドチームがユーザーエクスペリエンスの向上に集中できる時間を削
ることになります。
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AWS の支援方法

AWS Amplify は、フロントエンドデベロッパーが、AWS を利用した共通の
バックエンドを共有するウェブおよびネイティブのモバイルアプリケー
ションを迅速に構築するためのツールとサービスを提供します。Amplify
ライブラリは、イメージや動画をクラウドに保存するといった一般的な
ユースケースをアプリケーションに簡単に統合でき、一般的なフロント
エンドフレームワーク、言語、モバイルプラットフォームと深く連携し
ます。また、Amplify CLI と Admin UI は、必要に応じてデベロッパーが
新しいAWS バックエンドを迅速に作成するのに役立ちます。

サービスとしてのバックエンドとは異なり、AWS Amplify はデベロッパー
がアプリケーションの進化に合わせて AWS の幅広いサービスやツールを
活用することができます。Amplify CLI または Admin UI を使用してアプ
リケーションのバックエンドを構築する際は、AWS Amplify は基礎とな
るビジネスロジックとデプロイメントコードを自動的に生成するため、
デベロッパーは好みのプログラミング言語でカスタムビジネスロジック
コードを使ってアプリケーションを拡張できます。また、ウェブアプリ
ケーションを構築するデベロッパーは、AWS Amplify フルマネージドスタ
ティックウェブホスティングサービスを利用してコードリポジトリを接続
するだけで、数分でアプリケーションをデプロイすることができます。

AWS Amplify は、フロントエンドのデベロッパーがモバイルやウェブアプ
リケーションをより早く構築できるよう支援します。一般的なシナリオの
ベストプラクティスがコード化され、それが強い制御をもって提供され
ているので、AWS 上 でフルスタックアプリケーションを構築するために
必要な全体のステップとコード行数が減少します。その一方で、ビジネス
要件の変化に応じてアプリケーションをカスタマイズできる柔軟性を備え
ています。
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「 AWS Amplify と AWS AppSync を用いたサーバーレスアーキ
テクチャを使用することで、市場投入までのスピードを少な
くとも 50% 向上させ、 Connect の立ち上げを早めることが
できました。」
– Neiman Marcus、Omni Engineering シニアディレクター、Sriram Vaidyanathan 氏

Neiman Marcus、AWS でアプリケーションの市場投入速度を 50% 向上
課題 :

高級ブランドとして知られる Neiman Marcus は、一流のパーソナライズさ
れた顧客サービスを提供することで定評があります。エクスペリエンスをモ
ダナイズし、強化するために、オムニチャネルのオンライン販売アプリケー
ションである Connect を開発する必要がありました。このアプリケーショ
ンは、従業員がパーソナライズされた豊富な顧客情報を閲覧できるようにす
るものです。同社の目標は「お客様との出会いを忘れられないものにする」
です。

COVID-19 のパンデミックで多くの小売店が閉鎖に追い込まれると、同社
の販売もオンラインのみに移行しました。Neiman Marcus は、
これまでお客
様を魅了してきた特徴的なエクスペリエンスを提供し続け、従業員がオン
ライン販売を行えるようにするために、Connect を迅速に立ち上げる必要
がありました。

ツールとサービス
•

AWS Amplify

•

AWS AppSync

•

AWS Lambda

結果 :
•
•

Connect の市場投入までのスピードが 50% 向上

サーバーレスアーキテクチャを使用して、従来の方法に
比べてコストが 90％ 削減

導入事例を全文読む (英語) »
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最新の API

ヒント #2
ユニファイド GraphQL API を使用して
分散データソースへのアクセスを簡素化
状況
組織は、モノリシックなアプリケーションから、クラウド上のモジュール式
のアーキテクチャへと移行を進めています。マイクロサービスと呼ばれるモ
ジュール式の独立したコンポーネントでアプリケーションを構築すると、デ
ベロッパーがコンポーネントに容易に変更を加えることができるため、リ
リース速度が向上します。
マイクロサービスは、アプリケーションのスケールアップを容易にし、開発
期間を短縮することで、イノベーションを実現し、市場投入までの時間を短
縮します。しかし、フロントエンドチームは何百もの分散したマイクロサー
ビスやデータソースに接続することが必要になり、ユーザー向けアプリケー
ションに必要なデータにアクセスすることが難しくなります。バックエンド
チームは、フロントエンドチームがアプリケーション内で利用しやすいよう
にデータアクセスを合理化することで、ウェブやモバイルの開発を加速さ
せるという重要な役割を果たします。

解決策

GraphQLなどの技術で、複数のバックエンドのデータソースにまたがるデー
タアクセスと統合の速度と効率が向上します。GraphQL は、API のためのク
エリ言語であり、既存のデータを使ってそのクエリを実行するためのランタ
イムです。GraphQL は、API 内のデータを完全かつ理解しやすい形で提供
するため、フロントエンドのデベロッパーは、複数のバックエンドデータ
ベースやマイクロサービスから、各 API コールで必要なデータを正確に照会
することができます。

バックエンドの開発チームが GraphQL を使用して既存のデータソースを
単一のエンドポイントとして抽象化することで、フロントエンドチーム
が簡単にデータにアクセスできるようになります。既存の API セットで
は、多数のエンドポイントを単一の GraphQL API に抽象化することで、API
を移行したりアプリケーションをゼロから書き直すことなく、GraphQL の
メリットを享受することができます。GraphQL で統一された API レイヤー
を作成することで、既存のREST API 戦略を補完し、分散型サービスアーキ
テクチャとの連携を簡素化することで、フロントエンドデベロッパーの作
業効率を向上させることができます。
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AWS の支援方法

AWS AppSync は、Amazon DynamoDB や AWS Lambda などのデータソー
スに安全に接続するための重い作業を代行することで、GraphQL API の開
発を容易にするフルマネージドサービスです。パフォーマンスを向上させる
ためのキャッシュ、リアルタイム更新をサポートするためのサブスクリプ
ション、オフラインのクライアントを同期させるためのクライアントサイド
データストアの追加も簡単です。AWS AppSync はデプロイされた後、API
リクエストのボリュームに合わせて、GraphQL API 実行エンジンを自動的に
スケールアップ、スケールダウンします。

AWS AppSync で動作する GraphQL API では、フロントエンドデベロッ
パーが単一の GraphQL エンドポイントから複数のデータベース、マイク
ロサービス、および API にクエリを実行する機能を提供することで、組織
はアプリケーションを迅速に開発することができます。また、AWS
AppSync は、 GraphQL API の開発と拡張を容易にします。そして、実際のト
ラフィックパターンに応じてスループット容量を自動的に調整します。

AWS AppSync は、他の AWS のサービスとの統合を提供しており、API のセ
キュリティ、モニタリング、トラブルシューティングを容易にしています。
これらのサービスには以下のものがあります。
1.
2.
3.
4.

AWS WAF で API を一般的なウェブエクスプロイトから保護
Amazon CloudWatch によるメトリクスとログ
AWS X-Ray によるトレース

AWS CloudTrail による監査ログ
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「 AWS AppSync サービスに携わるエンジニア 1 人で、
コンセプトから本番まで 1 か月足らずで実現しました。」
– Public Good Software、最高技術責任者、Michael Manley 氏

Public Good は、コンセプトからプロダクションまで、1 か月以内に、エンジニア 1 人
で実現しました。
課題 :

Public Good Software は、ジャーナリズム記事と関連する慈善活動を結び
つけることで、ニュースを実用的なものにすることを目的とした、コーズ
マーケティングプラットフォームのトップクラス企業です。AWS AppSync
により、この企業は API のバックエンドを担当するエンジニア 1 人で、
コンセプトから本番までを 1 か月以内に完了することができました。クライ
アントからバックエンドへのコールが少なくて済むため、AWS
AppSync を使用することで、実用的なコンテンツを配信する際のレイテン
シーを下げることができました。AWS AppSync と GraphQL の組み合わせに
より、1 回のネットワークリクエストで複数のマイクロサービスからデータ
を取得し、集約することができました。

ツールとサービス
•

AWS AppSync

•

Amazon SageMaker

結果 :
•
•
•

API の改善を実行し、1 か月以内で本番に移行

更新された API により、カスタマーエクスペリエンスの改善、お
よびページのロード時間を短縮

変動するサイトのトラフィックに合わせて、アプリケーションを
シームレスに拡張

導入事例を全文読む (英語) »
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モダンコンピューティング

ヒント #3
マネージド / サーバーレス
サービスでオペレーションを軽減
状況

解決策

Deloitte の報告によると、IT リソースの 80% はビジネスの運営に集中して
1
おり、20% はイノベーションに集中しています。
この割合を改善し、イノ
ベーションに偏らせる一番の近道は、インフラストラクチャ管理のような
ビジネスの中核ではない活動に費やす時間を減らすことです。サーバー、
ストレージ、ネットワーク、OS の管理には、時間とコストがかかり、調達
サイクルの関係で俊敏性にも欠けます。 インフラストラクチャの管理は、

運用コストを削減する最も簡単な方法のひとつは、インフラストラク
チャにマネージドサービスやサーバーレスサービスを採用し、運用負荷を
クラウドプロバイダーに委ねることです。サーバーのプロビジョニング、

チームの時間を消費する一方であるため、逆に言えば最適化してイノベー
ションに再投資する大きなチャンスであるともいえます。

管理、パッチ適用にかかる時間を短縮することで、デベロッパーはより多
くの時間をイノベーションに費やすことができます。すなわち、お客様に
喜んでいただける製品のためのコードを書いたり、繰り返し作成することに
時間を費やすことができるのです。サーバーレスコンピューティングでは、
プロビジョンや管理のためのインフラストラクチャが必要ありません。
インフラストラクチャは、サーバー単位ではなく、利用単位で自動的にス
ケールアップします。利用した分だけ料金が発生し、可用性や耐障害性も
備わっています。サーバーレスコンピューティングでは、サーバー運用の負
担がなくなるため、アプリケーションをサポートするためのインフラストラ
クチャの管理やスケーリングではなく、アプリケーションの構築に集中す
ることができます。

1 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/tech-ﬁnance-technology-investment-budgeting-processes.html
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AWS の支援方法

はじめての場合、サーバーレスでイベント駆動型のコンピューティングサー
ビスである AWS Lambda から始めるのが最適といえるでしょう。

AWS Lambda は、ビジネスロジックのコードを記述するだけで使用できま
す。AWS Lambda はイベント指向なのでイベントが発生してシステムが
アクションを開始するまでアイドル状態になります。実際、200 以上の
AWS のサービスや SaaS アプリケーションから、統合コードを書くこと
なく、AWS Lambda 関数を自動的にトリガーすることができます。イベン
トがトリガーされると、タスクに必要なリソースがミリ秒単位で稼働し、
その後元に戻ります。インフラストラクチャのプロビジョニングや設定を
気にする必要がなく、使った分だけ支払うことができます。これにより、

本稼働までの時間を短縮し、可能な限り TCO を低く抑えます。AWS Lambda
は、最小限のオペレーションで最大限の俊敏性を実現しますが、組織によっ
ては自身でインフラストラクチャの微調整を行うことにより、ビジネス価値
を高める場合もあるでしょう。AWS Lambda を、Amazon ECS や Amazon
EKS のような AWS 上のコンテナサービスで補完することで、そのニーズに
応えることもできます。
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「これだけのセキュリティ、精度が要求され、レイテンシーの

制限もある、通常なら複雑とされるアーキテクチャも、 AWS
Lambda
のようなサービスを使うことでシンプルになり、
ユーザーに魔法のような体験を提供できます。」
– Coca-Cola Freestyle、チーフアーキテクト、Michael Connor 氏

Coca-Cola、わずか 100 日で新しいタッチレス飲料ディスペンシング
アプリケーションを構築
課題 :

COVID-19 のパンデミックが発生したとき、Coca-Cola には革新のチャンス
が訪れました。同社は、Freestyle ドリンクディスペンサーをタッチレスにす
るために、新しいスマートフォンアプリケーションを構築し、お客様が自動
販売機に触れることなくドリンクの注文や支払いができるようにしたいと考
えていました。

Coca-Cola は、AWS Lambda に組み込まれたセキュリティ、レイテンシー、
スケーラビリティの機能を活用することを選択し、デベロッパーはアプリ
ケーションそのものに集中することができました。その結果、Coca-Cola
はわずか 100 日でアプリケーションの構築を完了しました。現在では、
30,000 台以上のマシンにこのタッチレス機能が搭載されています。

ツールとサービス
•

AWS Lambda

•

Amazon API Gateway

•

Amazon CloudFront

結果 :
•
•
•

モバイルアプリケーションのプロトタイプを 1 週間で発表
150 日で 10,000 台のマシンにスケールアップ

モバイルデバイスとディスペンサーの接続をミリ秒単位で実現

導入事例を全文読む (英語) »
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まとめ

開始方法

最新のモバイルおよびウェブアプリケーションの開発を加速するため
の 3 つのヒントをご覧になり、早く開発を始めたいと思われていることで
しょう。モダンアプリケーションを構築するための現在のアプローチを補
完するために、これらのヒントの 1 つまたは複数から始めることをお勧め
します。
AWS Amplify はフロントエンドチームを強化し、フルスタックアプリ

ケーションの構築に必要な全体的なステップとコード行数を削減するこ
とで、デベロッパーの迅速な立ち上げを支援します。AWS AppSync は分
散したデータソースへのアクセスを簡素化します。既存のデータソースを
ユニファイドGraphQL API エンドポイントに抽象化することで、フロント
エンドチームがデータ駆動型の機能を構築するためのデータアクセスが
容易になります。また、AWS Lambda のようなサービスを利用して、イン
フラの運用を少なくすることができます。マネージドサービスやサー
バーレスサービスをモダンインフラストラクチャに採用することで、アプ
リケーションの構築に集中することができます。
どの方法を選んでも、AWS でユーザーエクスペリエンスとクラウド

サービスに対する高まる要求をクリアし、スケーラブルなハイパフォー
マンスアプリケーションを低コストで提供できます。機能豊富なモバイル
およびウェブアプリケーションを迅速かつ容易に構築する方法をお調べい
ただくか、すぐに当社のツールやサービスの使用を開始することができ
ます。

その他のリソース

AWS Amplify で モ バ イ ル お よ び ウ ェ ブ ア プ リ ケ ー
ションの構築を開始 (英語) »
GraphQL による API モダナイゼーション (英語) »

Deloitte による 2021 年版サーバーレスの TCO レ
ポートを読む »

AWS AppSync GraphQL ブログで実践的なヒント
を得る (英語) »

フロントエンドウェブおよびモバイルブログの記事
を探す (英語) »

アプリケーションのモダナイゼーションを開始する »
AWS へのお問い合わせ »

© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its aﬃliates. All rights reserved.

12

