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1 強制操作
ここでは、強制操作について説明します。
Auto Scaling では、⾃動作成された ECS インスタンスを ECS コンソールから削除するなどの強
制操作をすることができます。 Auto Scaling では、ユーザーによる強制操作を次のように処理し
ます。
リソース 強制操作のタイプ 処理⽅法
ECS ECS コンソールまたは API を

使⽤して、スケーリンググ
ループから ECS インスタンス
を削除する。

Auto Scaling は、ヘルス
チェックを介して ECS インス
タンスのステータスが異常か
どうかを判断します。異常な
場合、スケーリンググループ
からそのインスタンスを削除
します。 この ECS インスタン
スのイントラネット IP アドレ
スは、RDS のアクセスホワイ
トリストからは⾃動的に削除
されません。 スケーリンググ
ループ内の ECS インスタンス
の数 (合計容量) が MinSize 値
を下回る場合は、MinSize 値
に達するまで、ECS インスタ
ンスがグループに⾃動的に追
加されます。

ECS ECS OpenAPI の許可を Auto 
Scaling から取り消す。

すべてのスケーリングアク
ティビティのリクエストが拒
否されます。

Server Load Balancer Server Load Balancer コン
ソールまたは API を使⽤し
て、Server Load Balancer イ
ンスタンスから ECS インスタ
ンスを強制的に削除する。

Auto Scaling では、このアク
ションを⾃動的に検出しませ
ん。また、このような例外を
処理しません。 この ECS イ
ンスタンスはスケーリンググ
ループに保持されます。ただ
し、このインスタンスが、ス
ケールダウンアクティビティ
の削除ポリシーに従って選択
された場合は、リリースされ
ます。
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リソース 強制操作のタイプ 処理⽅法
Server Load Balancer Server Load Balancer コン

ソールまたは API を使⽤し
て、Server Load Balancer イ
ンスタンスを削除するか、イ
ンスタンスのヘルスチェック
機能を無効にする。

ECS インスタンスは、この 
Server Load Balancer イン
スタンスに追加されているス
ケーリンググループに追加さ
れません。 スケーリングタ
スクは、このスケーリンググ
ループから ECS インスタンス
を削除するスケーリングルー
ルをトリガーできます。 ま
た、ヘルスチェック機能によ
り異常とみなされた ECS イン
スタンスも削除できます。

Server Load Balancer (料⾦滞納や障害により) 
Server Load Balancer インス
タンスが使⽤不可能になる。

すべてのスケーリングアク
ティビティが失敗します。ただ
し、⼿動でトリガーした ECS
 インスタンスの削除アクティ
ビティは除きます。

Server Load Balancer Server Load Balancer API の
許可を Auto Scaling から取り
消す。

Auto Scaling は、Server 
Load Balancer インスタンス
に追加されているスケーリン
ググループに対するすべての
スケーリングアクティビティ
のリクエストを拒否します。

RDS RDS コンソールまたは API を
使⽤して、RDS ホワイトリス
トから ECS インスタンスの IP
 アドレスを削除する。

Auto Scaling では、このアク
ションを⾃動的に検出しませ
ん。また、このような例外を
処理しません。 この ECS イン
スタンスは、スケーリンググ
ループに保持されます。 この
インスタンスが、スケールダ
ウンアクティビティの削除ポ
リシーに従って選択された場
合は、リリースされます。
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リソース 強制操作のタイプ 処理⽅法
RDS RDS コンソールまたは API を

使⽤して RDS インスタンスを
強制的に削除する。

この RDS インスタンスを設定
したスケーリンググループに
は、ECS インスタンスが追加
されなくなります。 ECS イン
スタンスは、この RDS イン
スタンスに設定されているス
ケーリンググループには追加
されません。 スケーリングタ
スクは、このスケーリンググ
ループから ECS インスタンス
を削除するスケーリングルー
ルをトリガーできます。 ま
た、ヘルスチェック機能によ
り異常とみなされた ECS イン
スタンスも削除できます。

RDS (料⾦滞納や障害により) RDS
 インスタンスが使⽤不可能に
なる。

すべてのスケーリングアク
ティビティが失敗します。ただ
し、⼿動でトリガーした ECS
 インスタンスの削除アクティ
ビティは除きます。

RDS RDS OpenAPI の許可を Auto 
Scaling から取り消す。

Auto Scaling は、RDS イン
スタンスに追加されている
スケーリンググループに対す
るすべてのスケーリングアク
ティビティのリクエストを拒
否します。
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2 ⼿動スケーリング
2.1 ECS インスタンスのライフサイクル

ここでは、ECS インスタンスのライフサイクル管理について説明します。
スケーリンググループに追加された ECS インスタンスには、⾃動作成されたインスタンスと⼿動
で追加したインスタンスの 2 種類があります。

⾃動作成された ECS インスタンス
⾃動作成された ECS インスタンスとは、スケーリング設定とルールに従って⾃動的に作成された
インスタンスを指します。
このタイプの ECS インスタンスのライフサイクルは、Auto Scaling で管理されます。 スケール
アップ時には ECS インスタンスが作成され、スケールダウン時には ECS インスタンスが停⽌およ
びリリースされます。

⼿動で追加した ECS インスタンス
⼿動で追加した ECS インスタンスとは、⼿動でスケーリンググループに関連付けられたインスタ
ンスを指します。
このタイプの ECS インスタンスのライフサイクルは、Auto Scaling で管理されません。 この 

ECS インスタンスが⼿動またはスケールダウンアクティビティによってスケーリンググループか
ら削除された場合、インスタンスは Auto Scaling によって停⽌およびリリースされることはあり
ません。

インスタンスのステータス
ライフサイクルの間、ECS インスタンスは、次に⽰すステータスのいずれかになります。 追加
中:

• ECS インスタンスはスケーリンググループに追加中です。 具体的には、Auto Scaling により
インスタンスが作成されて Server Load Balancer インスタンスに追加されているか、または 

RDS のアクセスホワイトリストに追加されているところです。
• サービス中: ECS インスタンスはスケーリンググループに追加され、正常に機能しています。
• 削除中: ECS インスタンスはスケーリンググループから削除中です。

インスタンスのヘルスステータス
ECS インスタンスは、次のいずれかのヘルスステータスになります。
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• 正常
• 異常
ECS インスタンスのステータスが実⾏中 (Running) でないとき、異常とみなされます。 異常な
ECS インスタンスは、Auto Scaling によってスケーリンググループから⾃動的に削除されます。
• 異常なインスタンスが⾃動作成されたものに限り、Auto Scaling によって⾃動的に停⽌およ

びリリースされます。
• ⼿動で追加したインスタンスは、停⽌およびリリースされません。

2.2 異常な ESC インスタンスの削除
本ページでは、異常な ECS インスタンスを削除する⽅法を紹介します。
ECS インスタンスがスケーリンググループに正常に追加されると、インスタンスのステータスは
Auto Scaling サービスに定期的にスキャンされます。 Auto Scaling では、実⾏中 (Running) ス
テータスではない ESC インスタンスがある場合、その ECS インスタンスは異常と⾒なされスケー
リンググループから削除されます。
• ⾃動的に作成された ECS インスタンスは、すぐに削除され、リリースされます。
• ⼿動で追加された ECS インスタンスは、すぐに削除されるが、停⽌およびリリースされるこ

とはありません。
MinSize 値による制限があっても、異常なECSインスタンスは削除されます。 削除されたことに
よって、スケーリンググループ内の ECS インスタンスの数 (合計容量) MinSize 値を下回った場合
は、インスタンス数が MinSize 値に達するまで、ECS インスタンスがグループに⾃動的に追加さ
れます。

2.3 ECS インスタンスリストの照会
ここでは、ECS インスタンスリストを照会する⽅法について説明します。
ステータスが実⾏中 (Running) でない ECS インスタンスは異常とみなされます。 異常な ECS イ
ンスタンスは、スケーリンググループから⾃動的に削除されます。 ⾃動作成された ECS インスタ
ンスとは、スケーリング設定とルールに基づいて、Auto Scaling サービスによって作成されたイ
ンスタンスです。 ⼿動で追加した ECS インスタンスとは、Auto Scaling サービスによって作成
されたのではなく、スケーリンググループに⼿動で追加したインスタンスです。

例
以下に例を⽰します。
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2.4 ECS インスタンスの削除
指定したスケーリンググループから ECS インスタンスを削除できます。
⾃動的に作成された ECS インスタンスがスケーリンググループから削除されると、そのインスタ
ンスは停⽌およびリリースされます。
⼿動で追加した ECS インスタンスがスケーリンググループから削除されても、そのインスタンス
は停⽌もリリースもされません。
削除操作が正常に⾏なわれるには、次の条件を満たす必要があります。
• スケーリンググループがアクティブであること。
• スケーリンググループは、スケーリングアクティビティを実⾏していないこと。
スケーリンググループに対してスケーリングアクティビティが実⾏されていない場合、ECS イン
スタンスの削除操作はクールダウン時間を待たずにすぐに実⾏されます。
正常に返された場合、Auto Scaling サービスはすぐにスケーリングアクティビティを実⾏します
が、スケーリングアクティビティが正常に実⾏されるわけではありません。 返された ScalingAct

ivityID を使⽤して、スケーリングアクティビティのステータスを確認してください。
スケーリンググループ内の既存の ECS インスタンス数 (合計容量) から削除対象の ECS インスタ
ンス数を引いた数が MinSize 値よりも⼩さい場合、操作は失敗します。

6 Document Version20200624



#性伸# インスタンス管理 /  2 ⼿動スケーリング
例
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